
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 

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 642☆☆ 
◇2/21都立高校入試実施◇ 

 都立高校では、共通問題、自校作成問題（高
校独自の問題。日比谷高、青山高、戸山高、
新宿高等 11 校で実施）で入試が行われまし
した。次の【 】の漢字はよみがなを、カタ
カナは漢字にしてください。共＝共通問題。 
①【慕って】いる先輩に感謝の手紙～。（共） 
②【宰相】【汎用】【素封家】【青松】（日比谷高） 

③惑星探査機が【ウチュウ】を航行する（共） 
④【ｳｹﾀﾏﾜる】【懸垂】【官吏】（青山高） 
※品川区内の都立高校（大崎高、小山台高 
校、八潮高）は共通問題 ◎難易度☆☆☆ 
 

 
 

640 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 1,987 億円です。◎予算額 
今号は、【歳出】のうち土木費、産経費、衛生費。 

 

☆住宅・道路・公園等のまちづくり。防災対策も 
◇ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ試行運行等（西大井駅～大森駅） 

◎1 億 211 万円 
◇戸越公園駅周辺地区再開発事業 

◎786 万円 
◇大井町駅周辺地区再開発事業 

広町地区、大井町駅周辺地区等整備検討、西大
井駅周辺地区整備検討        ◎7,847 万円  

◇公園改修工事－しながわ区民公園（北側ｿﾞｰﾝ）、

子供の森公園（北品川）、立会川・勝島地区都
市再生整備計画等（「（仮称）勝島人道橋」等）
他    ◎15 億 2,282 万円 

◇水辺空間の魅力向上－天王洲運 
河、目黒川、京浜運河、勝島南 
運河、勝島運河、立会川等   ◎1,510 万円 

◇しながわクルーズ事業－観光資源「水辺」を活用
した乗船体験など。目黒川ｺｰｽ、京浜運河ｺｰｽ        

◎1,544 万円 
◇多摩産材を活用したもくさく整備事業－道路の

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟを整備。八山ツ通り◎1,050 万円 
 

2023年 2,3月 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

No.642 

 
 

 
 

 
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！ 
 
 

◎282 憶１千万円 
・歳出の約 14.2 ％ 
 

高橋しんじプロフィール  

⑤ 

 【防災対策】（一部） 
事業内容 予算額 

◇消防団運営費 各種補助    2,102 万円 

◇地域防災計画－大規模修
正。新たな首都直下型地
震被害想定の反映 

   1,700 万円 

 

◇民間倉庫の活用と防災備
蓄の一元管理 

2,608 万円 

◇しながわ防災ハンドブック
改訂、しながわ防災学校実

施回数増 

 

◇り災者への宿泊施設滞在費助成等 
火事で焼け出された方への支援 ◎275万円 

◇マンション管理計画認定制度 
品川区独自の認定基準追加   ◎17 万円 

◇しながわ区民公園(勝島)工事－こどもサッカ
ー場新設、子ども野球場、テニス 
コート更新、防災機能拡充 

◎７億 1,570 万円 
◇しながわ中央公園（西品川）ボルダ 
リング場維持管理  ◎1,808 万円 

◇しながわ水族館運営費等－運営費、ﾘﾆｭｰｱﾙ基

本設計（工事 R7-9 年度）◎４億 1,039 万円 
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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)。 

 
 
 
 
 

区 
 

政報告 
 

朝、駅前にいます！ 

◎『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。 

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 

⑥ ⑦ ◎165 憶 
7,797 万円 

（歳出の約 8.6％） 

 
☆商工業振興策、 
 消費者対策等です。 
◇ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券発行助成（春4.4億円、秋4.4
億円）－８億８千万円分発行。10％プレミア
ム分他         ◎1 億 1,795 万円 

◇商店街支援強化 
 ▽商店街ｴﾘｱｻﾎﾟｰﾀｰ事業助成－担当商店街巡

回・担い手発掘・活動支援  ◎1,272 万円 
 ▽商店街企業連携推進事業 

企業と連携した取り組み実施で持続可能な
商店街の構築        ◎800万円 

◇区内中小事業者の成長・事業継続支援 
▽DX・デジタル技術活用推進－活用 

ｾﾐﾅｰ、体験会、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ人材育成講 
座、相談窓口設置等◎4,415 万円 

注：DX＝デジタルトランスフォーメーション
の略。「デジタル変革」とも訳されます。デ
ジタル技術やデータを駆使して作業の一部
にとどまらず、社会や暮らし全体がより便
利になるように変化していく取り組み。  

▽助成金自動診断システムの導入－品川区・
都・国の支援策を一括検索・自動診断 

   ◎1,320万円 
 ▽人材確保支援事業－若手技術 

者の確保・定着のための奨 
学金返済支援 ◎108 万円 

◇モンゴル高専との科学技術交流事業 
区内中小企業のエンジニア確保支援。 
就職から定着まで支援。◎1,939 万円 

◇新規事業創出プログラムースタートアップ企
業（五反田バレー企業等）と連携した区内
中小企業（製造業）の支援   

◎1,978 万円 
◇事業資金融資あっせん 

物価高騰対応資金 2023 等  
◎15 億 4,311 万円 

 

☆区民検診・健康・環境・ 
ごみ処理等です。保健所も。 

◇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策 
 ワクチン接種体制、保健所体制 

の強化、検査・診療体制整備、 
自宅療養者への療養支援   

◎14 憶 841 万円 
休日応急診療－医師会 １億 4,988 万円 
各種がん検診 ８億 5,931 万円 
妊婦健康診査－検診、

超音波検査・子宮頸
がん検診、歯科検診 

   ３億 
  3,761 万円 

予防接種－小児・高齢
者肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ、子
宮頸がん、BCG 他 

 
25 億 
9,415 万円 

◇帯状疱疹予防ワクチン（50歳以上） 
 5,000 円 or1 万円助成   ◎4,500万円 
◇がん患者へのｱﾋﾟｱﾗﾝｽｹｱ（注）支援－ｳｲｯ

ｸﾞ（かつら）・胸部補正具購入◎513 万円 
 注：がん治療で生じた外見上の変化に伴う

患者の精神的苦痛に対して行うケア 
◇妊娠届時、出産時に 5万円分の応 
援ｷﾞﾌﾄ支給 ◎3 億 9,000 万円 

◇おむつ等育児用品宅配定期訪問 
◎1 億 8,000 万円 

◇ごみ収集運搬作業費 ◎15億6,322万円 
◇清掃事業－23 区で共同実施 
（焼却等）しています。 
◎品川区は 18 億 8,009 
万円の分担金を負担 

⇒この 2 事業（約 34 億円）は区民1人当

たりの年間負担額が約 8,５00円です。 
 

【区政報告配布お休みのお知らせ】 
2/21～3/28 区議会が開催中です。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。 

№６４２  ２０２３年 ２、３月 

    クイズの答え：①共通問題【慕って】
したって②日比谷高【宰相】さいしょう 

【汎用】はんよう【素封家】そほうか【青松】せ 
いしょう③共通問題【ウチュウ】宇宙④青山高 
【ｳｹﾀﾏﾜる】承る【懸垂】けんすい【官吏】かん 
り。他に共通問題では【河畔】【狩猟】のよみが 
な、「科学技術が【イチジルしく】進歩する」 
を漢字に。自校問題では、【琴線】【逓減】【夏炉 
冬扇】（戸山高）、【充塡】【暫時】（西高）【遮蔽】 
【摯実】（国立（くにたち）高）のよみがな、【ト
ウホンセイソウ】【サンシコウコウ】（立川高）、
【シンゼンビ】【ガンコウシハイ】 
（国立高）、【コウウンリュウスイ】 
（戸山高）、【イフ】（墨田川高）を 
漢字にという出題。 

☆中学３年生にとっては難問も…。 

◎42 憶 8,312 万円 
・歳出の約 2.2％ 
 


