
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011  
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区 高橋しんじ   検索 
☆過去の『区政報告』が HPでご覧になれます。 
☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。 
☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。 
 

高 事 橋しんじ 務所 

 

☆☆ 品川区イズ 580☆☆ 
  ◇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種◇ 

 品川区では、75 歳以上の高齢者へ 5/12
から接種券を発送します。5/19 から電話と
Web での予約受付を開始し、5/24 の週より
集団接種会場における接種を開始します。65
歳以上 74 歳以下の高齢者へは、その後のワ
クチン供給量の状況をみながら接種券を発送
します。さて、接種会場は区内 
で何ヶ所の予定でしょうか。 
①５ケ所 ②7ヶ所 
③9ヶ所 ④11ヶ所 

◎難易度☆☆☆  ※5/11 現在 
 
 
 
 
 

   

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 
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品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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高橋しんじプロフィール  

 
 

 しがらみのない無所属 

平成３１年 4月 6,205．403票（１位）の 
ご支持を頂き、現在４期目。若草幼稚園、品川区
立鈴ヶ森小・中学校、早実高、早大（政経学部
政治学科 専攻は地方行政）・同大学院博士課
程で学ぶ。東大研究員、塾などを経て、教師（早
実高、都立日比谷高・青山高・大森高）。軟式
野球ルーキーズ監督。平成 19年初当選（2541
票）、平成 23 年 5232 票（１位）。平成 27 年
5551票（58票差で 2位）。『議員力検定１ 
級』合格☆初心を忘れずにガンバります！ 
 

令和３年度予算案は、本会議（3/23）で可決し
ました。その予算審議の一部を 578号からご報
告しています。今号は衛生費・産経費・土木費
です。予算の概略は、573～576号をご参照下
さい。注 意味が変わらないように私が質疑を
要約等しています。Ｑ：他議員の質問  Ａ：
区側の答弁 ☆：私の考え ◎：３年度予算額
◇私の質問は、後ほどまとめてご報告します。 
 
 

◇コロナ禍のゴミの収集量について 
Ｑ:巣ごもり生活で家庭ごみの増加、大掃除等
で粗大ごみの増加と聞いている。現状は？ 

 Ａ:今年 1月までの実績で、燃や
すごみ３％増、陶器・ｶﾞﾗｽ・
金属ごみ７％増、粗大ごみ
27％増。トータルで４％増。
今後も更に増える見通し。し 

っかりとﾏｽｸ・防護服を着用して、肌が出ないよう
に基本に忠実に作業を行っている。  
☆厳しい環境下で勤務している清掃職員に対して、応
援ﾒｯｾｰｼﾞが昨年４～6月に600件、今年 1月にも
100 件届いています。清掃事務所では、「HP 上でお
礼をし、事務所内の掲示板に掲示している。勇 
気づけられている」ということです。大変な業務 
を担っている職員の方々に感謝申し上げます。 

 

Ａ:武蔵小山商店街振興組合と立会川龍馬通り
繁栄会が課題を話して、6社が提案をするｲﾍﾞ
ﾝﾄをした。その後、個別に商店街と企業が話
し合いをしていると聞いているが、緊急事態
宣言で止まっている。令和 3年度にどちらか
の商店街か両方の商店街で実証実験をする。 

 ☆キャッシュレス導入への対応が課題です。 

☆衛生費⇒区民検診・健康・環境・ごみ処理等 
産経費⇒観光、商工業振興策、消費者対策等 

  

Ｑ:区内産業の状況は。 

Ａ:ｺﾛﾅが始まって以降は、全ての業 

種が駄目という形。特に飲食業が 
引き続き上がってこない。また、業種の中
でも差があり、印刷業でも広告宣伝費が伸
びて、人が足りないところもあるが、駄目  
なところもある。☆区からの支援も！ 

 

◎衛生費 
180 億 5144 万円 
（歳出の 9.9％） 

 

◎産経費 
40億 5557万円 
（歳出の 2.2％） 

 
 

 

◇IT にかかわる商店街活性化 
Ｑ:どのくらいの商店街において、実施に向け
て具体的な検討がなされる見込みか。 
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発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６４ 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

☆ご希望の方に『区政報告』をお届けい 

たします(送料は当方で負担します)。 
 
 
 
 
 

月・水 ＪＲ大井町駅前 
火 京急青物横丁駅前 
木 ＪＲ大森駅前  
金 京急立会川駅前 
☆各 7:00-9:30頃 

◎『区政報告』をお配りしています。 
◎議会等の事情で変更する場合があります。 
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

朝、駅前にいます！ 

クイズの答え: ④11 ヶ所 ﾜｸﾁﾝは、対
象となる区民の皆さま全ての分が供給
されます。ﾜｸﾁﾝ接種の詳細は、接種券・
『広報しながわ(5/11 号)』をご覧下 
さい。※区からの情報は日々更新されま
す。最新情報は、品川区ホームページで。
ご不明な点は、品川区新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ
接種ｺｰﾙｾﾝﾀｰ☎03-6633-2433へ。受付
時間：午前 9時～午後 5時 

◇しながわ区民公園改修工事 
Ｑ:①3 年度に北側ｿﾞｰﾝの改修が 

予定されている。公園のｺﾝｾﾌﾟ 
ﾄは。②公園にｷｯﾁﾝｶ－や簡易 
ﾌﾞｰｽで飲食を提供しては。 

 
Ａ:①一番大きなｺﾝｾﾌﾟﾄは、広域避難所として
の防災機能の向上。6mの沿路で緊急物資の

等の搬送を可能にしている。中央ｿﾞｰﾝは子ど
ものｱｲﾃﾞｧを活かした遊具を、南側ｿﾞｰﾝは水
族館へのお客様の気分が向上するような形。
②飲食の提供は、重要なﾌｧｸﾀｰと認識してい
る。戸越公園などで取り組んでいるが、（公
園の）隣接店舗との関係もあるので、周辺状
況を考えながら、検討したい。 

◎しながわ区民公園北側ｿﾞｰﾝ改修工事 
              3 億 850 万円 

◇避難民の数と避難所 
Ｑ:大井 5 丁目の伊藤学園 
 は、対象地域の住民が 

6953 名。大井 3 丁目の山中小学校 
は、1 万 3057 名。想定される避難民の 
数と避難所の規模が不均衡である。 

 
 

 

Ａ:当初、地域ｺﾐｭﾆﾃｨ等の観点から指定し、長ら
く住所に基づいて避難所を割り振っている。
見直しについては、他の地域、他の避難所と
のﾊﾞﾗﾝｽもあるので総合的に必要に応じて考
えていく必要がある。慎重な対応が必要。 

☆この不均衡は、実際の避難で混乱する可能性が
あります。他の避難所含め改善を求めます。 

  
 

 

◎217 億 3106 万円  歳出の約 11.9％ 

☆住宅・道路・公園等のまちづくり。 
防災対策も含みます。昨年度比 19.4％減 

◇区民交通傷害保険 
Ｑ:東京都の条例では、「自転車の 
 利用者が加害者になった場合に 
備え、自転車損害保険等に加入しなければ 
ならない」とある。区民交通傷害保険の A、 
B、C ｺｰｽだと被害を受けた場合のみの保 
険。都条例違反になってしまうが。 

 
 
 

Ａ:3年度募集では、Ｊのつくｺｰｽ（XJ、AJなど）
には自転車運転中の賠償（＝加害）保険がつ
くことをわかりやすくしている。 

☆5/6から３年度の募集開始です。区 HPでどうぞ 
 
 
 

 

 

 

 

◇鮫洲運動公園（東大井）の改修 
Ｑ:①「掘れる砂場」だが掘れない。②バ 
ス停近くの入り口に自転車が沢山 
駐輪していてﾊﾞｷﾞｰが入りにくい。 

Ａ: ①人が通るところなので、踏み 
締められて固まっている。掘れるように改修
する。②かねてから公園利用者以外の駐輪が
問題となり、これまで啓発してきたが、常駐
する管理人の声かけ等を含めて対策したい。 

 
 

 
 
 

 

【577号 千代田区に関するの記事の訂正】 
（正）予算額：627億円 

1 人当り 93.4 万円 人口：約 6.7 万人 
☆ご指摘いただきました。お詫びして訂正
いたします。申し訳ありませんでした。 

 
◇新型コロナウイルスワクチン集団接種会場 
〇5 月 24 日(月)～ 週 1～4 日開設 
障害児者総合支援施設    （南品川 3-7-7）                
旧荏原第四中学校       （豊町 3-５-31）                
大崎第一地域センター   （西五反田 3-6-3）                
旧ひろまち保育園       （広町 2-1-18）                
ウエルカムセンター原    （西大井 2-5-21）                
こみゅにてぃぷらざ八潮    （八潮 5-9-11）                
大井競馬場          （勝島 2-1-2） 
大村病院          （大井 3-27-11） 
いすゞ病院        （南大井 6-21-10） 

〇６月～。品川区医師会館（北品川 3-7-25）、 
荏原医師会館（中延 2-6-5）  ※5/11現在              

ちょっとした話ながわ 


