
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 

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 641☆☆ 
◇1971年のハンバーガー価格？◇ 

 1971（昭和 46）年、大井町駅前の阪急百
貨店（当時。現：ｱﾜｰｽﾞｲﾝ阪急１階）に 1 号
店（銀座），2 号店（代々木）に続き、日本で
3 番目のﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞが開店しました（2011 年
閉店）。さて、当時のハンバーガー価格は？ 

① 59 円 ② 80 円 
③130 円 ④170 円 
⑤210 円 

◎難易度☆☆☆  
 

参考：2/５産経新聞他 
 

 
 

前号から５年度予算案の概要をご説明してい
ます。予算案は、2/21 からの区議会で審議しま
す。歳出総額は、約１９８７億円です。◎予算額 

今号は、【歳出】のうち民生費、総務費です。 
 

☆児童福祉（保育園、子 
育て等）、高齢者・障 
害者福祉、生活保護等 

 ≪保育園等の経費・助成の状況（一部）≫ 

◇区立保育園－運営費（35 園  
定員 3,232 人）、職員給与等 

 ◎43 億 4,345 万円 
◇区立幼保一体施設（幼稚園と保育 
園の一体施設）－運営費（６園 

定員 999 人） ◎７億 317 万円 

◇区立幼稚園費－運営費（３園 定員 186 人） 
城南、浜川、伊藤      ◎1 億 9,587 万円 

◇区内私立保育園費－運営費助成（103 園）、 
通園バスにおける置き去り防止装置設置支援、 
保育士の補助をする保育支援員・保育補助者の
雇用補助金、開設後家賃助成、学校心理士によ

る特別支援巡回の拡充   
◎195 億 8,282 万円 

◇私立幼稚園保育料助成   
◎12 億 641 万円 

 
 
 
 
 
 

     

◇認証保育所費－運営費助成等 ◎約 15 億円 

◇認証保育所保育料助成   ◎３億 551 万円 
◇認可外保育施設保育料助成等 

保育料助成、ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ利用料助成、無償化

による保育料給付等  ◎1 億 9,080 万円 
◇第 2 子保育料無償化 
 認可保育施設の 0～2 歳の保育 

料を半額負担から無償とする。 
※所得制限なし。 国に先駆け 
て実施。認証保育所保育料も同 
程度を助成。◎4 億 9,005 万円 

◇八潮南保育園跡地を活用した在宅子育て支援 
 オアシスルーム、ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ、親子ｶﾌｪ、相談室

など。令和７年度運営開始予定◎4661 万円 
◇保育園で医療的ケア児受け入れ拡充－区内大

学病院と連携し助言指導を受ける ◎15 万円  
◇保育所の空き定員を活用した未就園児の定期
的な預かり事業 ※国のﾓﾃﾞﾙ事業 ◎758 万円 

 週１～2 日程度、「未就園児」を預かる。保護
者が未就労の場合も対象。孤立した育児防止。 

  注  国のモデル事業＝ある地域またはある時
期で模範的に事業化して展開し、その効果を

確認し評価する事業。国が経費を補助する。そ
の後、正式に新たな政策につなげたりします。 

      
 

2023 年 2 月 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

No.641 

 
 

 
 

 
しがらみのない無所属 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

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。2007 年初当選（2541 票）、
2011 年 5232 票（１位）。2015 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！ 
 
 

◎956 憶 7,311 万円 
・歳出の約４８％を占め 
る最大の分野です 

 

高橋しんじプロフィール  

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
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)。 

 
 
 
 
 

クイズの答え：②1971（昭和 46）年 
80 円。※消費税無し（導入は 1989 

年）。この年の大卒キャリア国家公務員の初任 
給が 41,400 円で、2022（令和 4）年度採用の
初任給 189,700 円を基に計算すると 366 円。
結構高かったですね。⑤1985（昭和 60）年。
210 円。これまでの最高価格。翌年から「バブ
ル景気」に。③1995（平成 7）年。130 円。
バブル景気が崩壊しデフレ（物価下落）に突入
した頃。①2002（平成 14）年。59 円。さら
なる安価攻勢をかけました。④。2023 年 1 月
～。170 円。昨年３,９月にそれぞれ 20 円値上
げ。1 年間で 110 円から 170 円と 1.5 倍に！
日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ広報部は「原材料価格等の高騰
（こうとう）分の価格転嫁が完全にできていな
い。今後もｺｽﾄ削減や価格改定を含むあらゆる
手段を検討する」と説明。マックのﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰの 

価格は時代を反映するものの一つです。 
 

 

【区政報告配布お休みのお知らせ】 
2/21～3/28 区議会が開催されます。期
間中は配布をお休みすることがありま
す。ご理解の程よろしくお願いします。 

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！ 

区 
 

政報告 
 №641  2023 年 ２月 

◇保育園と保護者をアプリでつなぐ◎1,971 万円 

 アプリで保育園からの連絡などを確認可能。 
保育士の事務をシステム管理化し負担軽減。 

◇オアシスルーム web予約システムリニューアル 
利便性向上    ◎2,889 万円 

◇すまいるスクール運営費 
運営委託費、事業検討経費（長期 

休業中の昼食について）等。 
◎15 億 9,675 万円 

◇児童センター運営費（25館）   運営委託費、  

 南品川児童センター基本構想策定（新たな児 
童センター）等    ◎12 億 7,163 万円 

◇ヤングケアラー（注）支援体制構築－実態調査 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ派遣、SNS 相談等   ◎2,461 万円 

注 家族の介護やケア、身のまわりの世話を 
担う 18歳未満の子どものこと。 

◇高校生等医療費助成事業 
15～18 歳（所得制限なし。対象 7900 
人）。         ◎2 億 7,028 万円  
◇区立児童相談所運営体制整備  
６年 10 月開設予定。◎１億 1,930 万円 

◇高齢者・障害者施設整備費－小山台住宅

跡地複合施設整備（認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ、特養ﾎｰﾑ）等、八潮南特養ﾎｰﾑ増改築、ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ整備助成など ◎８憶8,727万円 

◇特別養護老人ﾎｰﾑ運営費 
７施設運営 ◎12 億 9,753 万円 

◇加齢性難聴高齢者へのサポート 
 補聴器購入費助成（65 歳以上、住 

民税非課税等。上限 35,000 円/人）、 
啓発講演会開催など  ◎355 万円 
◇障害者の超短時間就労促進機会を提供 
 長時間就労が厳しい障害者向け。◎270 万円 
◇生活保護法等による各種援護-生活扶助（ふ

じょ）、医療扶助等   ◎116 億 250 万円 
 

☆徴税、庁舎管理、地域活動、 

文化観光等、多岐にわたる。 
◇新庁舎基本設計 

基本計画を具体化する基本設計 
に着手【想定】設計：５～6 年度 

工事：7～9 年度    ◎1 億円 

◇現庁舎跡地の活用検討 

 区民アンケート、区民ワーク 
ショップの実施など。   ◎3,000 万円 

◇行政手続きｵﾝﾗｲﾝ化促進  ◎8,987万円 
◇区民アンケート実施  
 対象：15 歳以上の区民（約 36 万人）。意

向を把握し、施策の参考に ◎9,816 万円 
◇まちぐるみ文化イベント 

in荏原 荏原地区全体を 
活用   ◎1,100 万円 

◇しながわシティラン 準備委 
員会開催等。令和６年度 3 
千人規模で開催◎586 万円 
◇シルバー大学開設 30周年イベント（12 月） 
 会場：スクエア荏原 対象：60 歳以上 
◇ボルダリング場オープン 

 しながわ中央公園     ◎1,808 万円 
◇デフ（deaf 聴覚障害者）スポーツ啓発事業 
 2025 年ﾃﾞﾌﾘﾝﾋﾟｯｸ(注)東京大会関連事業。 
 注 4 年に 1 度、世界規模で行われる 聴覚

障害者のための総合スポーツ競技大会 
◇町会・自治会支援－個別課題の解決支援、

財政面の支援            ◎1,620万円 

◇区議会議員選挙4/16～ ◎２億 4,375 万円 

 

◎266 億 
9,537 万円 

（歳出の13.4％） 
 

 


