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品川区イズ 598
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◇電動キックボード（電動式モーターで走行）
次のうち正しいものを選んで下さい。
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品川区議会議員
無所属

高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告してい ます

前号に引き続き、今号は、決算特別委員会
（令和２年度歳入・歳出）審議のうち、歳出：
民生費・衛生費・産業経済費の一部をご報告
します。Ｑ：他議員の質問 Ａ：区の答弁
◎令和２年度決算額 ☆私のコメント
・歳出 区民１人当たり 約 59 万円
2,363 億 1,669 万 7,152 円

Q：《保育園・幼稚園について》
①小規模保育（地域型保育事業所）を中心に
０歳児の定員割れの状況と要因は。
②区立保育園の建て替えの方針・ビ
ジョンを出すべき。
③区立幼稚園の入園者数が減ってき
ている。閉園に関して、いつか判断
すべき時がくると思っているが。
A:①21 園中 14 園が定員割れ。民間保育所
を中心に受け皿の確保が進み、入園しやす
くなっている。
◎運営費助成:約８億円
②施設敷地の有効活用、受け入れ数の供給
等をどうするか等、その辺を総合的に在り
方という形で検討していく必要がある。
③毎年在園児数は減ってきている。いろい
ろ視野に入れながら、今後あり方を打ち出
していきたい。

①運転には、原動機付自転車（いわゆる原付
バイク）を運転できる免許が必要である。
②ヘルメットを着用し、ナンバープレートを
つけて車道を走らなければいけない。
③必要に応じて歩道も通行できる。
④道路交通法並びに道路運送車両法
上の原動機付自転車に該当する。
◎難易度☆☆
子育て、障害者
・高齢者福祉等
⇒1292 億円
☆歳出全体の 54.7％を占めます!
最大の支出分野です。前年比 52.3%増！

Q：《品川介護福祉専門学校について》
①入学者が減少している。状況は。a 定員割れ
がおきないように（生徒募集の）営業職の
採用、b 学生の住居確保支援制度拡充、c
通信制の創設、d 外国人人材を使ったｱﾌﾟﾛ
ｰﾁなどについての検討状況は。
②介護福祉士の国家試験受験
料が 18,380 円と高い。区が
支援を。
A：①定員は 40 名。今年４月入学者 24 名。
2 年生は 18 名。a.現有職員体制でしっかり
進めていると聞いている。b.4 戸のうち 2 戸
入居中。c.話が大きく経営全体に及ぶので検
討課題としたい。d.各学年に数名いる。語学
面で苦労している。対策を学校と考える。
②品川区は、就学資金（注：学費最大 140
万円）の貸付制度を実施し、卒業後３年間区
内施設で勤務すれば、全額返済免除という支
援や研修費用助成をしている（のでもっと
PR する）。◎学校への助成 約 5800 万円

高橋しんじプロフィール
2019 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！

高 橋しんじ 事 務所
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。
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

しがらみのない 無所属

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)。
Q：《生活保護について》
①a.生活保護受給者数は、前年同月比 13％
増と全国的に増えている。品川
区の状況は。b.ケースワーカー（注）
が担当する受給者世帯数は。
②生活困窮者自立支援窓口への
相談件数の動向は。
A:①a.令和 2 年度申請が 457 件。元年度比
6.7％増。受給世帯数は、元年度 4547 世帯、
3 年度 4476 世帯。世帯数は減っている。b.
ケースワーカーは 50 人（うち正規職員は 45
人）。今年３月現在、一人当たり平均 100 世
帯。最も多く担当している職員は 125 世帯。
緊急事態宣言中は家庭訪問できず、電話等で
コミュニケーションをとっていた。
②元年度３千件程度が２年度は１万数千件
と非常に増えている。
◎生活保護費
113 億 4242 万円
◎生活困窮者自立支援事業 2 億 7466 万円
注 ケースワーカー＝生活保護受給者の
指導役（区職員）。主に生活保護受給者
の管理・支援・相談などを請け負って
います。家庭訪問等を行う。激務です。

Q：《認知症サポーターについて》
現在，品川区に約１万８千人。活動があ
まり活発ではないという声があるが。
A:ステップアップ講座等用意している。
うけっ放し、なりっ放しにならない
展開を考えていく必要がある。

◇11/２５（木）１６：00 ごろから（約 30 分間）
・インターネット（品川区議会 HP）－ﾗｲﾌﾞ中継
・ケーブルテレビ品川では、録画放送します。
11/30（火）20 時～。12/４（土）20 時～
①区政運営について
②教育・子ども施策について
③文化・スポーツと地域
④まちづくりについて

健診・健康等⇒139.6 億円
商工業振興等⇒ 42.8 億円

Q：《プラスチックごみについて》
① プラスチックごみ軽減とリサイクル促進を目
指す『プラスチック資源循環促進法』が来年４
月に施行される。区は、この法律によってどう
取り組んでいくのか。
②レジ袋の有料化と関連して、令和２年度の燃
やすごみ・資源ごみの状況は。
A:①現在、プラマークのつい
たものは回収してリサイク
ルしている。今回の法律で
は例えば、ハンガーやプラ
スチックおもちゃなども回
収してリサイクルしなければいけなくな
る。どういう方法で進めるかは検討中。
②全体的なごみの量は約 10 万トン。燃え
るゴミ 7 万 5 千トン、資源ごみ 2 万 5 千
トン。コロナが始まり、５～10％増えて
いる。レジ袋を使わない人は増えているの
で一定の効果はあると考える。ただ、それ
が反対にごみ量に反映しているかという
ことについては、大きく数字が動いていな
いので把握しづらいと思う。
◎リサイクル推進費 14 億 1906 万円
◎清掃費
49 億 9384 万円

Q：区内でハクビシンが増えていると聞くが。
A:最近、目撃例が増えている。令和２年度
183 件。今年 8 月末時点で 100 件を超え
ている。捕獲は 2 年度 9 件、今年 1 件。

クイズの答え: ①②④。運転免許なしで
運転できず、道路では、車道の通行（歩
道は通行できない）、ヘルメットの着用
義務などの原動機付自転車として道路
交通法を遵守しなければいけません。無
免許運転は罰則 3 年以下の懲役又は 50 ◎『区政報告』をお配りしています。
万円以下の罰金です（警視庁 HP より）。 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
品川区も Twitter で注意喚起しました。 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。

水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 火月・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

