
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎平成 21 年度予算を議会で審議中です。歳出（1390 億 8871 万円）の続き 

をご報告します。Ｑ他議員の質問、Ａ区の答弁、☆私の考え、【予算額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011 
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail takahashi-shinji@spa.nifty.com 
URL http://www.takahashi-shinji.net/ 
☆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 ☆☆ 
 ◇文部科学省ｷｬﾘｱ官僚 中学校長に◇ 
都内では公立校長として９人の民間人が

採用されているが、今年４月から官僚出身
者（ｷｬﾘｱ）が初めて公立中学校校長に就任
する。就任するのは、内閣官房に内閣参事
官として出向中の官僚（47 歳）。東大卒で
文科省の大臣秘書官や課長を務め「区の教
育現場で働きたい」と希望した。次のどこ
の区の中学校でしょうか？ 
①千代田区 ②港区 ③中央区 ④新宿区 
⑤品川区 ⑥渋谷区 

（参考：読売新聞 09/2/20 他） 
 

高橋しんじプロフィール  

若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、
早稲田実業高、早稲田大学（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。東京大学研究員、塾などを経て、
教師（早稲田実業高、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４月 無所属・新人として 
2541 票の支持をいただき初当選！ 

 しがらみのない無所属 
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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 
わかりやすくご報告しています。 
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予 算委員会 質疑 ２ 

Ｑ：次世代育成大学出張ｾﾐﾅｰとは？ 
Ａ：区内大学（立正大、清泉女子大
等）で区の児童ｾﾝﾀｰ館長や保育園
長等が講師となり大学生に子育て
等の楽しさを伝える。 【30 万円】 

Ｑ：子どもすこやか医療費助成事業
（中学３年生までの３割の自己負担
額を区が負担）で不正請求や過剰投
薬の恐れは？  【13 億 9132 億円】 
Ａ：国保連合会がﾁｪｯｸしている。 
Ｑ：保育園の申込み数は？【保育園
運営費（37 園）77 億 7374 万円】 

Ａ：１次分で 1533 人（3.7％増）。 
待機児は 20年 4月に 115 名だった
が 21 年は、それを上回る見込。 

☆様々な方策で待機児の解消を！ 

Ｑ：ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰは、契約額が 

12 億円もあり、区から助成は不 

要では？【助成金 7249 万円】 

 

民生費 保育園運営や福祉充実のための予算    ⇒約 465 億円 
Ａ：様々な状況から必要と考える。 
Ｑ：林町都営ｱﾊﾟｰﾄ跡の高齢者施設
は、隣接の立会小学校との交流や
隣接公園につながる緑の設置を。 

【都からの用地取得費 約 16 億円】 
Ａ：計画段階で検討する。 
Ｑ：病児保育を児童まで拡大を。 
Ａ：基本的に就学前児童が対象。 
Ｑ：知的障害者外出の NPO によるサ
ポート事業開始の経緯。【257 万円】 

Ａ:知的障害者の親の会（品川区知的 
障害者育成会。NPO 法人化する予
定。）との話し合いの中から。 
☆全国初の試み。自立した地域生
活への支援策として注目です。 
Ｑ:品川介護福祉専門学校の卒業
生のうちで区内施設就職者は。 
Ａ:10 年で 262 名（456 名卒
業）。【助成金 3231 万円】  

   【修学貸付金 3027 万円】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

月 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！ 
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

 
今週の書架 

☆『理系の人々』 
（よしたに 中経出版 952 円） 

 細かい、理屈屋、ｳﾝﾁｸ好きといわれる理系
の人々。しかし、日本を引っ張っているのは
理系だとして「うっとうしいけど憎めない」
存在をﾏﾝｶﾞでﾕｰﾓｱたっぷりに描いています。
理科・数学離れが進んでいるという指摘があ
りますがこの本を読むと「おっ、理系ってス
テキじゃない」と再認識します。目次は、『理
系の暮らし』『理系の物欲』『理系 
の宿命』『理系と異性』などです。 
 

無所属クラブ 
    区政報告 

予 算委員会 質疑 ２ （つづき） 
衛生費保健衛生・清掃・ﾘｻｲｸﾙ⇒約 118 億円 

産業経済費 商工業の発展⇒約 29 億円 

Ｑ：乳がん検診の改善を。   【7600 万円】 
Ａ：21 年度は①医師会検診（電話受付）も区
で一括してﾊｶﾞｷ受付に。②検診車の回数増、
土曜日も検診車の実施や病院での検診予定。 

☆検診の拡大等、ご要望が実現しました！ 
Ｑ:不妊治療助成の実数は。     【1451 万円】 
Ａ:平成 19 年度 293 組、20 年度 38 組（１月末
現在。３月までに 19 年並みになるとと予想
される）。20 年度は、このうち 23 組が妊娠。     

Ｑ：マタニティマークの周知について。 
Ａ:広く一般に向けて周知していく。【母子保健

指導事業費 3963 万円の一部】 
Ｑ:こころの健康づくり事業につ
いて。      【865 万円】 

Ａ: 高齢者の「うつ病」が増えて
いる。高齢者のうつの相談は 11
件（大井保健所の高齢者健康相談  

94 件中）。また、品川区では、20 代・40 代の
うつによる自殺が多い。気軽に相談できる体制
作りにつとめたい。☆期待したいと思います。 
Ｑ:資源持ち去り防止対策と成果。【524 万円】 
Ａ:条例制定後、ﾊﾟﾄﾛｰﾙを強化（２～４台巡回）。 
 成果は、区の資源回収量の増加。通報の増加。 
☆持ち去りの苦情がまだあるので監視徹底を。 
Ｑ:資源化ｾﾝﾀｰ職員の対応が不十分。 
 【資源化ｾﾝﾀｰ管理運営費 1 億 
  9478 万円】 
Ａ:対応ﾏﾆｭｱﾙ等の周知を徹底する。。 
☆粗大ごみは日曜日に直接『資 

源化ｾﾝﾀｰ』に持ち込めます。 
   

※事前予約が必要です。詳細は、 
品川区清掃事務所（3490-7051）まで。 
持ち込むと割安になる品目もあります。 

Ｑ：休日診療の患者数を。【休日診療費＝内科
小児科、歯科、調剤等 １億 273 万円】 

Ａ:平成 20 年度は、内科小児科休日昼間施設
6933 人、準夜施設（17-22 時）1943 人。 

 
 
 
Ｑ:ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付区内共通商品券販売について。 
【発行経費助成額 2543 万円】 
Ａ:4/20-8/31 に郵便局（10 
時～17 時販売予定）で。 
その他、商店街連合会事務 
局などでも販売します。 

☆混乱のないように実施を要望します。 
Ｑ:しながわの一番店発見ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの効果は。 
Ａ:①商店が自ら長所を考案する等の意欲を喚
起する。②お店の PR。    【1300 万円】 

Ｑ:ﾍﾞﾝﾁｬｰ創業支援事業（天王洲・西大井で施
設を貸与等）の入居状況は。 【2930 万円】 

Ａ:２～３倍の倍率。ほぼ常に満室。 
 
 

クイズの答え：⑤ 品川区立大崎
中の校長に就任。記事で「国の教
育行政での経験を活かし、現場の
力を最大限引き出したい」と話し
ている。文科省は、「今回は本人
の希望による異例の人事」として
いる。☆その手腕に注目です。 
 

☆おわびと訂正☆ 
◇８５号の『歴史ながわ』で「新馬場」駅
の開業を「昭和 47 年」と記載しましたが、
「昭和 51 年」の誤りでした。 
申し訳ありませんでした。 
◇立会川駅で新聞を受け取って 
頂いている方からご指摘頂きま 
した。有難うございました。 
 


