
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

2010201020102010 年年年年 2222 月月月月    

 
 

No.124    

    
品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    
    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

四季劇場「夏」７月こけら落とし！ 
劇団四季が約 20 億円を投じ、大井町にオ

ープンする新劇場「夏」（広町２丁目）は、
全国 10 ヶ所目。この四季専用劇場は、主力
劇場「春」（港区）と同規模の約 1200 席で
年間の動員目標は 30～40 万人。劇場劇場劇場劇場「「「「夏夏夏夏」」」」    
のののの７７７７月中旬月中旬月中旬月中旬のこけらのこけらのこけらのこけら落落落落としのとしのとしのとしのミュミュミュミュ    
ーーーージカルジカルジカルジカルはははは次次次次のどれでしょうのどれでしょうのどれでしょうのどれでしょう？？？？ 
①ライオンキング ②美女と野獣  
③キャッツ ④マンマ・ミーア！ 
⑤オペラ座の怪人 
（参考：『日経新聞』『読売新聞』 

2/16、劇団四季ＨＰ） 
 

563億 4312万円（歳出の 40.5％！） 
☆☆☆☆子育子育子育子育てててて、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・障障障障害害害害者福祉者福祉者福祉者福祉、、、、生活保護生活保護生活保護生活保護等等等等    
【緊急待機児童対策について】  
①保育園待機児童解消⇒定数拡大、人件費、 
  給食関係費、ｵｱｼｽﾙｰﾑ移転による保育園の

定数拡大、児童ｾﾝﾀｰ活用◎◎◎◎３３３３億億億億 5498549854985498 万円万円万円万円 
②小学校施設の活用⇒4、5 歳児の保育室を小

学校教室に移し定員を拡大 ◎◎◎◎5312531253125312 万円万円万円万円 
③幼保（幼稚園と保育園）一体施設と小学校と

の連携               ◎◎◎◎4918491849184918 万円万円万円万円 
④短時間就労対応型保育室の整備◎◎◎◎3581358135813581 万円万円万円万円 
⑤認証保育所保護者保育料助 

成制度の拡充⇒認可保育 
園とほぼ同等の負担額に 
する        ◎◎◎◎２２２２億億億億 9670967096709670 万円万円万円万円    

⑥私立保育園保護者補助金  
  拡大⇒所得制限緩和  

◎◎◎◎2503250325032503 万円万円万円万円    
            

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

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 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        

☆子ども手当給付金⇒※国の事業です 
対象 38000 人。13000 円×17180 人、8000 円×
14080 人、3000 円×6740 人 ◎◎◎◎42424242 億億億億 7842784278427842 万円万円万円万円    
・区立保育園職員給与費     ◎◎◎◎51515151 億億億億 3258325832583258 万円万円万円万円 
・八潮南中跡（八潮５丁目）特別養護老人ﾎｰﾑ等

整備⇒特別養護老人ﾎｰﾑ、認知症高齢者ｸﾞﾙ
ｰﾌﾟﾎｰﾑ等 を整備    ◎◎◎◎20202020 億億億億 3175317531753175万円万円万円万円 

・区立型新高齢者住宅（東大井 
４丁目）   ◎◎◎◎５５５５億億億億 8072807280728072 万円万円万円万円    

☆一日保育士体験⇒ﾊﾟﾊﾟﾏﾏに丸 
一日,保育士体験を◎◎◎◎244244244244 万円万円万円万円 

・チャイルドステーション整備 
⇒授乳スペ―スやベビーシ 
ートの整備（庁舎、地域ｾﾝ 
ﾀｰ、児童ｾﾝﾀｰ、商店街の空 
きｽﾍﾟｰｽ等へ設置）      ◎◎◎◎1869186918691869 万円万円万円万円 

☆知的障害者の外出ｻﾎﾟｰﾄ⇒NPO 法人みらいと
協働し、地域生活、自立を支援 ◎◎◎◎2006200620062006 万円万円万円万円 

・生活保護法等による各種援護 
⇒生活扶助、医療扶助等 ◎◎◎◎98989898 億億億億 9588958895889588 万円万円万円万円    

・離職者への住宅手当の支給等   ◎◎◎◎7713771377137713 万円万円万円万円 
・子どもすこやか医療費助成⇒０歳～中学 3 年 
  生は医療費自己負担無し◎◎◎◎14141414 億億億億 2028202820282028 万円万円万円万円 
 ・認証保育所運営費補助等  ◎◎◎◎７７７７億億億億 9788978897889788 万円万円万円万円 
 ・私立保育所運営費助成   ◎◎◎◎17171717 億億億億 7072707270727072 万円万円万円万円 
 ・地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営費    ◎◎◎◎2271227122712271 万円万円万円万円    
・在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業費 ◎◎◎◎2222 億億億億 6937693769376937 万円万円万円万円 

 

☆前号（123 号）から区の編成した予算案
の概要をご報告しています。124 号は、
歳出 1391 億円のうち、民生費・衛生費・
産業経済費をご報告します。特に民生費
は、歳出の 40.5%を占め、昨年度比 21.1％ 

増。多大な予算額となっています。 
 

   民生費 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

№124 2010 年 2 月 
発行所 品川区議会無所属クラブ 
発行者 高橋慎司（副幹事長） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！ 

無所属クラブ 
  区政報告 

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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいにいにいにいますますますます！！！！ 

 

 

112 億 7643 万円（歳出の 8.1％） 
☆☆☆☆区民検診区民検診区民検診区民検診やごみやごみやごみやごみ処理処理処理処理などなどなどなど    
・各種がん検診⇒胃がん、肺がん、子宮がん、

乳がん検診、「女性特有のがん検診推進事
業」等                    ◎◎◎◎６６６６億億億億 5641564156415641 万円万円万円万円    

・すくすく赤ちゃん訪問事業 
⇒新生児・産婦訪問指導等 ◎◎◎◎1621162116211621 万円万円万円万円 

・休日診療費⇒日曜・祝日、GW、年末年始の
診療                  ◎◎◎◎１１１１億億億億 158158158158 万円万円万円万円 

・小児夜間診療事業⇒小児の応急診療委託（品 
川医師会、昭和大学病院） 

                  ◎◎◎◎1797179717971797 万円万円万円万円    
・エコカー導入促進助成事業 
   ⇒次世代自動車（電気自動 
  車・ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車） 
  の導入助成  ◎◎◎◎160160160160 万円万円万円万円    
・資源持ち去り防止対策費 

⇒ﾊﾟﾄﾛｰﾙ経費       ◎◎◎◎1080108010801080 万円万円万円万円 
・東京 23 区清掃一部事務組合分担金等⇒こ

の組合は、23 区各区が収集した一般廃棄物
の中間処理（焼却・粉砕）を行なっていま
す。23 区で設立され各区の分担金で運営さ
れています◎◎◎◎品川区分担金品川区分担金品川区分担金品川区分担金 16161616 億億億億 4932493249324932 万円万円万円万円        
※分担金最高額は世田谷区で 43 億円！ 

      ・妊婦健康検査⇒妊婦検診 14 
     回及び超音波検査１回、妊 
     婦歯科検診など  

◎◎◎◎２２２２億億億億 4900490049004900 万円万円万円万円    
                            ・不妊治療相談助成⇒対象

280 組、補助上限 10 万
円／年、助成期間５年間 

◎◎◎◎1410141014101410 万円万円万円万円    
 

     32 億 6592 万円（歳出の 2.3％） 
☆☆☆☆商工業振興対策商工業振興対策商工業振興対策商工業振興対策、、、、消費者対策消費者対策消費者対策消費者対策などなどなどなど    

・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付区内共通商品券発行 
⇒６億円分発行します。 
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分助成（３億円× 
10％×２回＝6000 万円）、 
流通促進事業助成等 

◎◎◎◎8451845184518451 万円万円万円万円 
・中小企業事業資金融資あっせん 

⇒信用保証料補助及び利子補給金、東商の
融資あっせんに対する利子補助   

◎◎◎◎15151515 億億億億 2990299029902990 万円万円万円万円    
・武蔵小山駅前創業支援センターオープン⇒工事

費等。平成 22 年８月開設。行政ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ・
認証保育所も併設   ◎◎◎◎３３３３億億億億 3229322932293229 億円億円億円億円    

・品川技術ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ PR 事業⇒ものづくり自慢大 
会、ものづくり教室開催等     ◎◎◎◎2481248124812481 万円万円万円万円 

・小規模商店街活力づくり支援事業  ◎◎◎◎２２２２億円億円億円億円    
・空き店舗活用支援事業⇒チャレンジマート事

業（空き店舗活用事業助成）  ◎◎◎◎２２２２億円億円億円億円    
・・・・商店街にぎわい創出事業⇒商店街活性化イベ

ント助成（51 件）等         ◎◎◎◎１１１１億億億億 5594559455945594 万円万円万円万円    
・商店街活性化推進事業⇒商店街装飾灯小規模 

改修助成、商店街施設大規模整備特別助成 
（北品川・戸越銀座）等 ◎◎◎◎２２２２億億億億 6695669566956695 万円万円万円万円 

・・・・しながわの一番店発見ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ    
        ⇒⇒⇒⇒優れた商品やｻｰﾋﾞｽ等を 

有する個店（マイスター店） 
の選定等            ◎◎◎◎1577157715771577 万円万円万円万円    

・・・・中小企業ｾﾝﾀｰ（西品川１丁 
目）運営費 

⇒運営費・設備改修工事 
◎◎◎◎１１１１億億億億 6847684768476847 万円万円万円万円    

   衛生費     産業経済費 

≪大井町東口に駅ビル！ 
来春開業、保育所も設置≫ 

 ＪＲ東日本は大井町東口（品川駅寄り改札口）
に３階建ての駅ビルを現在の駅舎に増設する形
で建設する。４月に着工し、来年春に開業予定。
投資額は約６億円で建て増し分の延べ床面積は
約 1200 ㎡。飲食店・物販施設等を３店舗程度入
れ、子会社のアトレが運営する。 

保育所も設置し、東京都の認証 
保育所として申請する予定という。 
（参考：『日経新聞』 2/17） 

クイズの答え：②②②②『『『『美女美女美女美女とととと野獣野獣野獣野獣』』』』はディ
ズニーと四季の初の提携作品。1995 年以
来 15 年ぶりの東京上演。浅利慶太代表
は「「「「最最最最もももも華華華華やかなやかなやかなやかな作品作品作品作品でででで１１１１年以上年以上年以上年以上ののののﾛﾝｸﾛﾝｸﾛﾝｸﾛﾝｸﾞ゙゙゙
ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝをめざすをめざすをめざすをめざす」」」」と語る。また、入場券を持
たずに携帯電話で入れる新ｼｽﾃﾑの｢ｽﾏｰﾄ
ｼｽﾃﾑ｣を導入する。ＳＳＳＳ席席席席はははは 9800980098009800 円円円円…。 

 ちょっとちょっとちょっとちょっとしたしたしたした話話話話ながわながわながわながわ    


