
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    
    
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：児童児童児童児童センターセンターセンターセンター事業事業事業事業のうちのうちのうちのうち    

『『『『ﾁｬｲﾙﾄﾁｬｲﾙﾄﾁｬｲﾙﾄﾁｬｲﾙﾄﾞ゙゙゙ｽﾃｰｼｮﾝｽﾃｰｼｮﾝｽﾃｰｼｮﾝｽﾃｰｼｮﾝ整備事業整備事業整備事業整備事業』』』』    
についてについてについてについて。。。。    ◎◎◎◎1869186918691869 万円万円万円万円    

Ａ：子育て支援事業として、 
商店街の空きスペース 
や公共機関等に授乳・オ 
ムツ替えコーナーを設置 
していく。 

☆保護者の期待は大きいです！ 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：『『『『知的障害者知的障害者知的障害者知的障害者ふれんどりふれんどりふれんどりふれんどりーーーー事業事業事業事業』』』』についについについについ

てててて。。。。知的知的知的知的障害者障害者障害者障害者のののの自立自立自立自立をををを支援支援支援支援するするするする外出支外出支外出支外出支
援事業援事業援事業援事業ででででとてもとてもとてもとても望望望望ましいましいましいましい事業事業事業事業であるがであるがであるがであるが、、、、
①①①①区区区区とのとのとのとの契約契約契約契約についてについてについてについて。。。。            ◎◎◎◎2006200620062006 万円万円万円万円    
②②②②そのうちそのうちそのうちそのうちコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター経費経費経費経費（（（（２２２２人人人人
分分分分 794794794794 万円万円万円万円））））とはとはとはとは、、、、何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、ここにここにここにここに
区区区区のののの退職退職退職退職したしたしたした元職員元職員元職員元職員がががが派遣派遣派遣派遣されるのかされるのかされるのかされるのか。 

Ａ：①「知的障害者育成会」が NPO を設立
し、この NPO が事業を行なう。区として
は、親の会が長年続けてきたものでその
状況を踏まえて指定の推薦をあげて契
約をお願いする（随意契約）。②ｺｰﾃﾞｨﾈｰ
ﾀｰは、事務局で知的障害者の利用状況を
把握し、ヘルパーの派遣をする。立ち上
げの助成である。今のところ区の元職員
が派遣される予定は無い。 

☆他の良質な NPO との協働事業でもこのよ
うな手厚い助成を要望します。 

 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度のののの保育士保育士保育士保育士のののの退職者退職者退職者退職者とととと 22222222 年度採用年度採用年度採用年度採用
者数者数者数者数ついてついてついてついて。。。。◎◎◎◎22222222 年度保育園職員給与費年度保育園職員給与費年度保育園職員給与費年度保育園職員給与費    

673673673673人人人人    51515151億億億億3258325832583258万円万円万円万円    
Ａ：定年退職が 11 名、普通退職は 13 名（見込）。

22年度 93名採用。懲戒免職はここ数年いない。
途中退職（平成 21 年４月～22 年２月）は、７
名。そのうち諭旨退職が１名。この諭旨退職は、
非違行為があったので退職金が減額される。理由
等は、個別的なことなのでここでは言えない。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：品川区独自教員品川区独自教員品川区独自教員品川区独自教員のののの予算予算予算予算がががが１１１１億円億円億円億円のののの予算予算予算予算からからからから
5200520052005200 万円減額万円減額万円減額万円減額されているがされているがされているがされているが。。。。予定通予定通予定通予定通りのりのりのりの人数人数人数人数
をををを採用採用採用採用していればしていればしていればしていれば、、、、充実充実充実充実したしたしたした教育教育教育教育になったのになったのになったのになったの
ではないかではないかではないかではないか？？？？    

Ａ:１年間任用教員の採用の予定が 
10 名としていたところ３名だっ 
た。分離型小中一貫教育の推進の 
役割なので一定程度の力を持った 
方を採用したので３名となった。 

  

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 4444 月月月月 

 
 

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    
※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        

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
 ＪＲ東日本では、平日の朝の通勤（痛
勤！！）時間帯に各路線で女性専用車を導
入しています。22 年度も 4/19 から新たな
路線に導入します。 

それは、次のうちどの路線でしょうか。 
 
 ①山手線 
 ②京浜東北・根岸線 
 ③中央線 
 ④埼京線・りんかい線 
 ⑤総武線各駅停車 
 
参考：JR 東日本ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

22 年度予算 歳出 1391 億円 

－民生費約 563 億円 

平成 22 年度予算の審議が 3/23 に終了し、3/26 に
可決されました。129 号までは、他議員の質問の一
部をご報告しました。今号今号今号今号はははは、、、、審議期間中審議期間中審議期間中審議期間中のののの私私私私のののの
質問質問質問質問（（（（一部一部一部一部））））をををを項目別項目別項目別項目別にごにごにごにご報告報告報告報告します。 

Ｑ：私の質問  Ａ：区側の答弁  ☆私の考え ◎予算 

平成 21 年度 補正予算 

No.130    

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今春もプレミアム付き商品券！ 
 品川区商店街振興組合連合会では、
4/20 から区内 42 郵便局などで３億円分を
販売。景気対策として区から割り増し分
10％（3000 万円）の補助を受ける。8/31
まで大型店を除く約 2200 店とタクシーで
使用できる。また、今回から、しながわ水
族館でも使える。券のデザインは、ＮＨＫ大
河ﾄﾞﾗﾏ『龍馬伝』にあやかり、坂本龍馬と浜
川砲台跡で、観光ＰＲにもつなげる。 
         （東京新聞 2010/3/31） 

Ｑ：ＮＨＫＱ：ＮＨＫＱ：ＮＨＫＱ：ＮＨＫ大河大河大河大河ドラマドラマドラマドラマ『『『『龍龍龍龍    
馬伝馬伝馬伝馬伝』』』』効果効果効果効果でででで、、、、立会川周立会川周立会川周立会川周    
辺辺辺辺がががが活性化活性化活性化活性化しているがしているがしているがしているが、、、、    
そのそのそのその一方一方一方一方でででで近隣近隣近隣近隣でででで騒音騒音騒音騒音やややや    
ゴミゴミゴミゴミのののの散散散散らかしらかしらかしらかし等等等等のののの観光被害的観光被害的観光被害的観光被害的なことなことなことなこと
がががが起起起起きているきているきているきている。。。。区区区区はははは、、、、把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか、、、、
またまたまたまた、、、、どのようにどのようにどのようにどのように対応対応対応対応しているかしているかしているかしているか。。。。    

Ａ：様々な迷惑があると聞いている。『龍馬
会』と連携してマナーを訴えたり、注意
看板を立てるなど対応し、近隣の方々に
ご理解いただきながら進めていきたい。 

☆しっかりと対処することを要望します。 

 
 
 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：鮫洲運動公園鮫洲運動公園鮫洲運動公園鮫洲運動公園がががが 22222222 年年年年度度度度にににに改修改修改修改修されるされるされるされる。。。。

改改改改修後修後修後修後にににに有料化有料化有料化有料化されるのかされるのかされるのかされるのか。。。。青少年青少年青少年青少年のののの健健健健
全育成全育成全育成全育成というというというという観点観点観点観点でででで使用料使用料使用料使用料のののの免除免除免除免除をををを。。。。    

    ◎◎◎◎鮫洲運動公園改修工事鮫洲運動公園改修工事鮫洲運動公園改修工事鮫洲運動公園改修工事    
        グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド                        ２２２２億億億億 5000500050005000 万円万円万円万円    
        遊戯遊戯遊戯遊戯コーナーコーナーコーナーコーナー（（（（公園公園公園公園））））    １１１１億億億億 7000700070007000 万円万円万円万円    
Ａ:青少年の健全育成という観点で、免除と

いうことも、検討について横断的に庁内
で議論をしたいと思う。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：下水道管耐震化推進事業下水道管耐震化推進事業下水道管耐震化推進事業下水道管耐震化推進事業についてについてについてについて。。。。23232323
区区区区でででで初初初初のののの事業事業事業事業とととと聞聞聞聞くがくがくがくが。。。。◎◎◎◎１１１１億億億億 20202020 万円万円万円万円    

Ａ:下水道管の耐震化は、東京都が山手線の
内側を中心に進めている。品川区の耐震
化は 23 区中 19 番目位。東京都も区内下
水道管の耐震化をするが、それとは別に
区が都の補助金（１億円） 
を使って耐震化を行なう 
という形式が 23 区で初。  
目的は、避難所の下水機 
能（ﾄｲﾚ）の確保である。 

☆23 年度以降も都から受 
託して事業の継続を。 

ＱＱＱＱ::::各種検診各種検診各種検診各種検診等等等等についてについてについてについて。。。。大垣市大垣市大垣市大垣市のようにのようにのようにのように 1111 ヶヶヶヶ月分月分月分月分
をををを１１１１枚枚枚枚ののののｶﾚﾝﾀｶﾚﾝﾀｶﾚﾝﾀｶﾚﾝﾀﾞ゙゙゙ｰーーー式式式式にににに作成作成作成作成してしてしてして、、、、区区区区のののの行事等行事等行事等行事等もももも掲掲掲掲
載載載載してしてしてして、、、、月月月月にににに一度一度一度一度『『『『広報広報広報広報しながわしながわしながわしながわ』』』』とともにとともにとともにとともに配配配配
布布布布するとするとするとすると区民区民区民区民のののの方方方方々々々々にとってにとってにとってにとって便利便利便利便利ではないかではないかではないかではないか。。。。    

◎◎◎◎健康診査費健康診査費健康診査費健康診査費                7594759475947594 万円万円万円万円    
各種各種各種各種がんがんがんがん検診検診検診検診    6666 億億億億 5641564156415641 万円万円万円万円    

Ａ:従来どおりの方法で周知強化する。 
 ☆ぜひ、ｶﾚﾝﾀﾞｰ形式の広報の発行を。 
 
 
 
ＱＱＱＱ::::①①①①劇団四季劇団四季劇団四季劇団四季とのとのとのとの契約内容契約内容契約内容契約内容（（（（賃貸料賃貸料賃貸料賃貸料、、、、期間期間期間期間））））につにつにつにつ

いていていていて。。。。22222222 年度年度年度年度予算書予算書予算書予算書にににに賃貸料賃貸料賃貸料賃貸料がががが出出出出ていないがていないがていないがていないが。。。。    
        ②②②②貴重貴重貴重貴重なななな区有区有区有区有地地地地をををを貸貸貸貸すのですのですのですので、、、、区民区民区民区民へのへのへのへの還元還元還元還元をををを。。。。    
Ａ:①【後日の区の説明】10 年間の事業用定期借地

権。賃貸料は、22年７月から 10 年間で３億 8000
万円。四季には初期投資（約 20 億円）があるの
で、当初４年分は、支払いを猶予する。５年目か
ら賃貸料の支払いが始まる。②子どもたちに何
らかの還元（無料招待等）が出来ないか、具体
的に話せる段階ではないが、そのような申し出
も四季から来ている。また、区の文化事業に連
携してもらうようにも働きかけている。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム付付付付きききき商品券商品券商品券商品券のののの印刷費用印刷費用印刷費用印刷費用についてについてについてについて。。。。    
                            ◎◎◎◎ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑ商品券流通促進事業特別商品券流通促進事業特別商品券流通促進事業特別商品券流通促進事業特別

助成助成助成助成                                 2068 2068 2068 2068 万円万円万円万円    
Ａ：印刷は、区内業者。１冊 100 円

で６万冊（発行額 6 億 6000 万
円分）印刷している。印刷費は
商店街連合会に 600 万円助成。 

 

 

 
 
 

№130 2010 年 4 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ますにいますにいますにいます！！！！ 

衛生費 約 112.7 億円 

産業経済費 約 32.6 億円 

土木費  約 183.7 億円 

 

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：②②②② 大船方面行（大
宮～東京）は、東京駅に 7:30-9:30
に到着する列車、大宮方面行（大船
～品川）は、品川駅に 7:30-9:30 に
到着する列車。専用車は、３号車。な
お、③④⑤には既に導入済みです。 

お詫び：一部の地域で、視察等のため『区政報告』の配布をお休みさせて頂きました。お詫びいたします 

 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    


