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☆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

しがらみのない無所属

☆☆ 品川区イズ ☆☆
9/19 は、敬老の日（9/15 は老人の日）。

全国の100歳以上の高齢者は、1963年には
153 人でしたが、今年は、47,756 人、最高
齢は、男女とも 114 歳（厚労省発表）。

品川区の 65歳以上の方は、70,210人（人
口の約 20％）。最高齢は、107 才（男女各１）
です。100 歳以上の方は、134 人です。さ
て、（a）このうち女性は、何人でしょうか？
また、(b)99 歳は、何と呼ばれますか？
a.①69 人 ②89 人 ③109 人

④119 人 ⑤134 人
b.①白寿 ②米寿 ③喜寿

④傘寿（さんじゅ）⑤卒寿

平成 23 年 4 月 5,232 票のご支持をいただ
き、現在２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。平成 19 年
４月、無所属・新人として初当選（2541 票）。
『議員力検定１級』（22 年 12 月合格）
☆初心を忘れずにガンバります！
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区では、成長段階に応じた様々な子
育て支援策を展開しています。
今号では、主に就学前の
子育て関係施設の一部に
ついてご報告します。

子育て関連施設 23 年 8 月現在 予算（23 年度当初）

◇保育園

０歳

～就学前

公立 41 園

私立 12 園

公設民営１園

運営費 約 85 億 9500 万円

運営費助成等 約 22.5 億円

運営費 約１億 5000 万円

うち幼保一体施設（保育園＋幼稚園） 公立４園 運営費 約７億 4800 万円

うち保育所型認定子ども園 ４（公立は３）

うち短時間就労対応型保育室

ﾊﾟｰﾄなどの就労向け施設

公立４園 運営費 約 4700 万円

◇認証保育所－認可外だが都が認証 私立 13 園 運営費助成等 約10億1000万円

◇幼稚園 ・公立２年、私立３年

・預かり保育も実施

公立９園

私立 20 園

運営費 約２億 5700 万円（５園）

保護者補助金等 約 6.4 億円

◇保育ママ－①在宅型②事業所型 ①２ ②２ 事業費 約 7400 万円

◇家庭安心センター－家庭への子育て

支援ﾈｯﾄﾜｰｸ作り・相談・講座開催等

1 ヶ所 運営費 約１億 2300 万円

◇児童センター－０～18 歳が利用 25 ヶ所 運営費 約 11 億 6300 万円

この他にもたくさんの支援策があ
ります。『広報しながわ 7/1 号「子
育て支援特集号」』で８ページにわ
たり、詳しくご説明しています。ぜ
ひご覧下さい。お問い合わせ：広報
公聴課 ５７４２－６６４２

高橋しんじプロフィール☆子育て支援策の一層の
充実を求めていきます！

１園あたり
約２億１千万円
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☆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(郵

送他)いたします。ご連絡ください。

クイズの答え：a.④ 女性は、元気
いっぱい？？ b.① 「百」から
「一」をとると「白」に。77 は喜（
＝七十七）寿、80 は傘（仐＝八
十）寿、88 は米（＝八十八）寿、
90 は卒（卆＝九十）寿。

今週の書架
☆『週末は東北へ

災害ボランティア・ブック』
（平凡社 950 円）

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨ活動のための基本
情報。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体のﾘｰﾀﾞｰや
被災地の首長のｱﾄﾞﾊﾞｲｽから
始まり、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの心得・種類
など、「参加するにはどうすれ

ないいの？」「宿泊・食事は？」「行く前の
準備は？」といった「いろは」がわかりま
す。「行かなくてもできること」のﾍﾟｰｼﾞ
も。とても参考になりました。

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！

ちょっとした話ながわ

◇区内２小学校
学校給食でセシウム疑い牛肉

区の教育委員会のコメント（8/23）です。
「放射能物質に汚染された稲わらを飼料とし
た宮城県産の牛肉を提供した学校が立会小学
校（東大井４丁目）、大間窪小学校（二葉１丁目）
の２校（ともにカレーミートドッグ）で判明し
ました。しかし、いずれもひき肉の使用で１人
当たりの摂取量が 10ｇと少量であり、健康へ
の直接影響はないと考えております。２学期以
降は、牛肉の使用は自粛いたします。」
☆この事態を受けて、区内全小中学校では、２
学期から給食用食材の産地を区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞと
校内で公表しています。今後も給食について
は、安全性の確保に最大限の配慮をするよう
に区に要望していきます。

◎23 年度予算額 学校給食費 17 億 1301 万円

◇日光林間学園、避難所閉所
8/31、防災協定を締結している関係から、

東日本大震災で被災された福島県富岡町の方々
を 3/23 から受け入れていた日光林間学園光林
荘(区内小中学校の宿泊施設・区民保養施設)
を閉所。入所されていた 30 世帯 78 人の方々全
員が、福島県等の民間賃貸住宅や仮設住宅等へ
移られました。富岡町は、人口約 16000 人。福
島第一原発から 20 ㎞圏内で避難指示区域で
す。市役所は、郡山市にあるなど、今なお厳し
い避難生活が続いています。
☆今後も岩手県宮古市への支援と共に様々な
支援の継続を区に強く要望します。

◇節電に伴う公共施設対応

9/9 で電気の使用制限を終了する旨、政府か
ら発表されました。これをうけて、区では、9/10
から順次、区道の街路灯、公園灯を節電前の状態
に戻します。区の公共施設は、一部を除き、利用休
止や利用時間の短縮などを解除し、通常利用が可
能となります。また、今まで
停止していた公園の水景施設
（水の流れ等）、利用時間制限
をしていたエスカレーター（大
森駅）・エレベーター（大崎駅）
なども平常通りとなります。
☆ご不便をおかけしました。
ご協力有難うございました。

◇シルバー成年式開催

9/10 70 歳を迎えられた方（昭和 15 年
9/17～16 年 9/16 生）をご招待し、きゅり
あんでお祝いの会を開催。3592 名ご招待し、
850 名がご出席され、式典、記念講演・ｲﾍﾞﾝ
ﾄを楽しまれました。記念講演は、鳥取県の
医師・徳永進さん（63）のお話。「明るく、老
いましょう！」と、ユーモアあふれるお話（明
るい毒舌？）で会場は、爆笑に包まれていま
した。「頼ることもあるが,行政に何でもかんでも
頼らないで自分でど
んどんやろう！」とい
う言葉が印象的でし
た。◎ｼﾙﾊﾞｰ成年式
予算額 688 万円
⇒記念写真撮影が
大人気!!


