
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

2010201020102010 年年年年 11111111 月月月月    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
若返った！『20 歳の龍馬像』お披露目 

11/13、ニュー『龍馬像』の除幕式が、京急立
会川駅近くの区立公園で開かれ、多くの人
で賑わいました。さて、新たな龍馬像です
が、問問問問１１１１    建造費建造費建造費建造費はいくらでしょうかはいくらでしょうかはいくらでしょうかはいくらでしょうか？（？（？（？（地地地地
元元元元ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ゙゙゙のののの寄付寄付寄付寄付））））    問問問問２２２２    足元足元足元足元はどうなはどうなはどうなはどうな    
                            っているでしょうかっているでしょうかっているでしょうかっているでしょうか？？？？    

問１①100 万円 ②500 万円 
③900 万円④1200 万円 

問２①裸足 ②サンダル 
  ③ブーツ④草鞋（わらじ） 

（参考：朝日新聞 11/13） 
       ←区のＨＰより 

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 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    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 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！ 
『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定２２２２級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 5555 月月月月））））    
 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

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    

        ☆保育園関係保育園関係保育園関係保育園関係のののの質問質問質問質問 
         がががが多多多多かったですかったですかったですかったです。。。。    
☆民生費総額 448 億 7572 万円    
Ｑ：認可保育園では、園児１人当たりの保 
 育にかかる年間経費はいくらか。多額の 
 経費と聞いているが。 
Ａ：０歳 580 万円、１歳 243 万円、２歳 

240 万円、３歳 157 万円、４歳以上 147 万円。 
◎保育園運営費保育園運営費保育園運営費保育園運営費                                    75757575 億億億億 3989398939893989 万円万円万円万円    
    幼保一体施設運営費幼保一体施設運営費幼保一体施設運営費幼保一体施設運営費                            ２２２２億億億億 603603603603 万円万円万円万円    
Ｑ：入園激戦区の大崎、五反田地区の保育園の入

園最低点数は。 ※申請書はﾎﾟｲﾝﾄ化されます 
Ａ：両親両親両親両親ががががフルタイムフルタイムフルタイムフルタイム勤務勤務勤務勤務でででで 20202020 ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄ。この地

区は、他に兄弟がいる、認証保育園に通園さ
せている等のﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧがないと入園は、厳し
い。大崎幼稚園＝１歳児 21.5 ﾎﾟｲﾝﾄ、五反 

田保育園＝１歳、２歳児とも 22 ﾎﾟｲﾝﾄ、東 
五反田保育園＝０歳児 21.5 ﾎﾟｲﾝﾄ、１歳、 
２歳児とも 22 ﾎﾟｲﾝﾄ、西五反田保育園＝１ 
歳児 22 ﾎﾟｲﾝﾄ、２歳児 21.5 ﾎﾟｲﾝﾄ。 

☆☆☆☆緊急待機児童対策緊急待機児童対策緊急待機児童対策緊急待機児童対策のののの拡大拡大拡大拡大をををを強強強強くくくく要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    

Ｑ：①区内認証保育所の状況は。②認証保 
育所の助成金は、4 ヵ月分が半年後に振り
込まれる。改善を。 

Ａ：①10/1 現在、定員 497 名、在籍 464 人
で１，２，３歳児は若干空いている。11
月の詳細は、まだ把握していない。②事
務作業がとても煩雑という問題があり、
振込みの回数を増やすのは大変難しい。 

【区の助成制度】認証保育所入所者に認可
保育所保育料との差額を 66000 円を上限
に助成する（22 年度から）。 
◎◎◎◎認証保育所保育料助成認証保育所保育料助成認証保育所保育料助成認証保育所保育料助成（（（（22222222 年度予算年度予算年度予算年度予算））））    

１１１１億億億億 8789878987898789 万円万円万円万円    
Ｑ：特別養護老人ホームの入所状況は。 
Ａ：21 年 3 月審査 491 人⇒入所 101 人 

21 年 9 月審査 536 人⇒入所  98 人 
22 年 3 月審査 512 人⇒入所  75 人 

申請が増え、入所者が減り、入所しにく
くなっている。また、申請者のうち要介
護４，５の方の数が増えている。 

◎◎◎◎特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ﾎｰﾑﾎｰﾑﾎｰﾑﾎｰﾑ運営費運営費運営費運営費        ２２２２億億億億 2466246624662466 万万万万円円円円    
☆☆☆☆国国国国やややや都都都都のののの助成額助成額助成額助成額のののの拡大拡大拡大拡大がががが不可欠不可欠不可欠不可欠ですですですです。。。。    
Ｑ：民生委員確保の現状は。社会福祉協議会

の寄付金集めも担い手確保の障害では。 
Ａ：確保しにくいので、様々な方面に働き

かけている。寄付金は、会費の
ことと思う。社会福祉協議会は、
地域福祉の拠点なのでこれまで
の経緯から行ってきたと思う。 
◎◎◎◎民生委員経費民生委員経費民生委員経費民生委員経費                4462446244624462 万円万円万円万円    
    

No.154 

    

先週のつづき 

先週号に続き、質疑のご報告です 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：他議員他議員他議員他議員のののの質問質問質問質問                Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：区区区区のののの答弁答弁答弁答弁        

◎◎◎◎平成平成平成平成 21212121 年度決算額年度決算額年度決算額年度決算額        ☆☆☆☆    私私私私ののののｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄ    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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！！！！ 

 
しがらみのない無所属 

 
 

 

 
 
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！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

 
ちょっとした話ながわ 

品川区役所の食堂、ﾌｧﾐﾚｽ並み?？ 
「カニコロッケと肉詰めピーマン定
食 490 円」「坦々麺と焼肉丼ｾｯﾄ 470
円」ボリューム満点のメニューが並
ぶ。職員互助会が食堂の運営をファミ
リーレストランの「CASA(ｶｰｻ)」を展 

開する「西洋ﾌｰﾄﾞ・ｺﾝﾊﾟｽｸﾞﾙｰﾌﾟ」に委託し、安
価で提供。職員以外職員以外職員以外職員以外にもにもにもにも開放開放開放開放。。。。「近くの会社から
歩いてきた。他店より 2～300 円安く、味もそこそ
こ。節約したい時によく使っている」」」」というというというという会社員会社員会社員会社員
も。    （参考：ｻﾝｹｲ新聞 11/2） 
☆区区区区はははは、、、、場所場所場所場所をををを無償無償無償無償でででで提供提供提供提供していますしていますしていますしています。。。。    

 

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：ともにともにともにともに④④④④    地元
企業で銅像制作の「立体写真像」
（南大井４丁目）が半年ががり
で製作。従来（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）の龍
馬像はブーツ。新像は時代考証の
結果、草鞋（わらじ）履きに。 

Ｑ：知的障害者ふれんどりー事業 
（知的障害者の外出ｻﾎﾟｰﾄ） 
の利用について。通学・通所施 
設（学校や作業所）⇒目的地 
（買物、映画鑑賞等）へのｻﾎﾟｰﾄ(付き添い)
は、「寄り道」という扱いで利用できず、「いっ
たん自宅に戻ってから目的地に向わなければ
ならない」のが原則なので利用しにくい。 

Ａ：大人なら「作業所⇒目的地」で利用でき
るなど、なるべく実態に即したように検討
していきたい。 

◎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（（（（22222222 年予算年予算年予算年予算））））2006200620062006 万円万円万円万円 
Ｑ：国民健康保険の特定検診（無料）の受診率

は。国の目標は 65％。下回ったら、区の負担
金増額というﾍﾟﾅﾙﾃｨがあるというが。 

Ａ：低い。平成 20 年 30.5％（23 区の１位は
47％）、平成 21 年 32.1％。後期高齢者医
療保険の負担金増加（最大 10％＝数億円） 

☆疾病発見疾病発見疾病発見疾病発見・・・・予防予防予防予防のためにもぜひのためにもぜひのためにもぜひのためにもぜひ受診受診受診受診をををを！！！！ 
Ｑ：港区は健康保険の出産育児一時金（42 万

円）とは別に、区独自に出産費用を 18 万円
を上限に助成している。品川区も。 

Ａ：それぞれの区の財政事情がある。 
Ｑ：羽田空港の国際化に伴う外人観光客集客

策を。観光ｽﾎﾟｯﾄとして空港からﾓﾉﾚｰﾙで
つながる大井競馬場に来てもらう手立てを。 

Ａ：様々な観光資源を活用する 
☆大井競馬場大井競馬場大井競馬場大井競馬場はははは 23232323 区区区区がががが組合組合組合組合でででで    
主催主催主催主催。。。。品川区品川区品川区品川区のののの負担金負担金負担金負担金（（（（支出支出支出支出））））    
ははははないですないですないですないですがががが、、、、競馬場競馬場競馬場競馬場がががが区区区区内内内内にににに    
あるためあるためあるためあるため年間約３億 6700 万円 
の配分金を受領してしてしてしていいいいますますますます。。。。 

 

          衛生費 112 億 823 万円 
          産経費 21 億 9590 万円 
Ｑ：千代田区は、商店街空き店舗対策として街

に「無料喫煙所」を設置している。品川区でも 
Ａ：区が初期費用・運営費等を助成して、事

業者が収益事業を運営する仕組み。収益が
上がっていないようであるが、空き店舗対
策として適当か検討する。 

Ｑ：区内の温泉施設を把握しているか。 
Ａ：保健所が把握している。７ 
 ヶ所（成分含め）の届出です。 
Ｑ：ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付き区内共通商品券に 

ついて。今年（22 年度）は、区長 
選の年だから２度発行したと言 
われないように、23 年度も継続して発行を。 

Ａ：あくまで緊急経済対策なので、23 年度に
ついては、経済・社会状況を見て、区議会
のご意見も聞いて検討したい。 

◎ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑ付区内共通商品券発行経費助成付区内共通商品券発行経費助成付区内共通商品券発行経費助成付区内共通商品券発行経費助成（（（（22222222
年度予算年度予算年度予算年度予算））））    8068806880688068 万円万円万円万円    

☆２２２２年間年間年間年間のののの発行発行発行発行のののの成果成果成果成果をををを検証検証検証検証しししし助成助成助成助成のののの継続継続継続継続をををを 
 

 
ズ 

行政サービスの差を無料で比較 
全国の全市区の行政ｻｰﾋﾞｽが比較できるｳｪﾌﾞｻ
ｲﾄ「生活ガイド．com」（http://www.seikatsu- 
guide.com/）。自治体へのｱﾝｹｰﾄや公表ﾃﾞｰﾀか
ら約 200 項目を表に。自治体のﾃﾞｰﾀを共通の
物差しで比較できるのが特徴。項目を揃えた
りして、誰でも見分けがつく。例えば、①品
川区と②市川市の比較。医療費は①が中学卒
業まで所得制限なく無料。②は所得制限なし
の助成は未就学児まで。ぜひご覧下さい。他
自治体のこともいろいろわかります。 
でも、品川区に住み続けて下さいね（笑） 


