
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 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 ☆☆ 

替え歌でニヤリ？？ 

上智大学の北村喜宣教授が自治体職員

との交流を踏まえて趣味で役所に関する替

え歌を作っている（『秘本 政策法務替え歌

集』）。例えば、「ｱﾀｯｸ№１」の替え歌で、 

「おかしくったて、ズレてたって、 

役所の中では 平気なの。 

世間に バレると 頭下げるわ 

『遺憾です、再発 防止するため 

全力！』だけど、笑いが出ちゃう、 

○○○○だもん」 

さて、○にはいるｶﾀｶﾅ４字 

は？ （参考：朝日新聞 3/24） 

 

 

 

 

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        平成23年4月5,232票（１位）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『議員力検定『議員力検定『議員力検定１級』（１級』（１級』（１級』（22222222 年年年年 12121212 月合格）月合格）月合格）月合格）    ☆初心を忘れずにガンバります！ 
 しがらみのない無所属 

 

No.222 

2012201220122012 年年年年 3333 月月月月    

Ａ：東日本大震災の教訓や地域防災

計画の内容を反映させて改定し、

年度末に全戸配布する。◎ﾊﾝﾄﾞﾌﾞ◎ﾊﾝﾄﾞﾌﾞ◎ﾊﾝﾄﾞﾌﾞ◎ﾊﾝﾄﾞﾌﾞ

ｯｸ作成・配布ｯｸ作成・配布ｯｸ作成・配布ｯｸ作成・配布 1420142014201420 万円万円万円万円    

☆年度末では、余りに遅い。 

可能な限り早く配布を！ 

 

Ｑ：24 年度改定予定の『わが家の防

災ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ』について。 

Ｑ：区民まつり経費が 13 地区で

1300 万円、１地区 100 万円で

は、足りないという声がある。 

Ａ:あるおまつりでは、地域の実

行委員会も負担している。その

地域の特性の中で地域の負担

で実施していただく。 

Ｑ：人事考課の目的、１～５の人数を 

Ａ : ５ ⇒ 139 、 ４ ⇒ 662 、 ３ ⇒

1594、２⇒36、１（最低）⇒３人 

２と１の所管別⇒子ども未来事

業部６、保健所６、防災まちづ

くり事業部６、教育委員会・学

校６、他 15 人。目的は、勤務

実績の把握、職員の能力向上。 

☆３月５日から審議していた平成

24 年度予算案を 23 日、区議会が

可決し成立しました。 

一般会計 1325 億 9756 万円 

予算規模は、23 区中 12 位です。 

・1 位は、足立区（約 2436 億円）、 

    

23 位は、千代田区（約 461 億円）。 

・予算の概略は、214～216 号を参

照下さい。前号から予算委員会の

審議の一部をご報告しています 

ＱＱＱＱ：：：：他議員の質問    ＡＡＡＡ：区側の答弁：区側の答弁：区側の答弁：区側の答弁

☆：☆：☆：☆：私の考え                    ◎：予算額◎：予算額◎：予算額◎：予算額  徴税・庁舎管理・防災ほか 

 ⇒約 139 億円 予算の 14.6％ 

Ｑ：消火器設置場所の拡充を 

Ａ：通常市街地は 120ｍ、住宅密集

地域は 80～100ｍ間隔。拡充した

いが、費用の面と設置場所のお宅

の理解が得られにくい点 

で現在に至っている。 

☆設置場所は、品川区のﾎｰ 

ﾑﾍﾟｰｼﾞでご覧になれます。 

◎消火器関係経費◎消火器関係経費◎消火器関係経費◎消火器関係経費    約約約約 1500150015001500 万円万円万円万円    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 無所属 品川 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  Fax 03-3772-8878 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆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☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

 

ちょっとした話ながわ 

【ｲﾍﾞﾝﾄ情報】 

4/7  みんなでお花見みんなでお花見みんなでお花見みんなでお花見 10～15 時半 浜川公園 

4/7.8 しながわ運河まつりしながわ運河まつりしながわ運河まつりしながわ運河まつり 11 時～ 東品川公園 

4/15 さくらまつりさくらまつりさくらまつりさくらまつり    10～14 時 みなみ児童遊園 

☆それぞれ、出店やｲﾍﾞﾝﾄなどがあります。また、区

内の桜情報は、しながわ観光協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで。 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：「タテマエ」：「タテマエ」：「タテマエ」：「タテマエ」 『ｱﾀｯｸ№１』は、

一大ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌﾞｰﾑを起こしたｽﾎﾟｰﾂ根性ﾏﾝｶﾞ

(1968～70)です｡TV ｱﾆﾒ化（1969～71）・TV ﾄﾞﾗﾏ

化（2005、主役の鮎原こずえ役は、あの上戸彩！

視聴率は最高 15.7％）も。品川区役所の現状が

この替歌とは異なる事を切望します。 

原曲『苦しくったって 悲しくったって 

コートの中では 平気なの 

ボールがうなると 胸がはずむわ 

レシーブ トス スパイク 

ワン ツー ワン ツー アタック！ 

（だけど 涙が出ちゃう女の子だもん）」 

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、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 

 

Ａ:区で、３ヶ月以上、月 15 日以上受診してい

る方（＝頻回 ひんかい 診療といいます）は

50 人。対応は、診療報酬明細書（年間 11

万件）を全てﾁｪｯｸ⇒嘱託医がﾁｪｯｸ⇒医療機

関を調査⇒本人と面談し指導⇒10 名が改

善した（22 年度） 

☆生活保護費の中には、医療扶助（ふじょ）があ

り、自己負担なく診療可能で、全額公費負担

です。不正がおこらないようにﾁｪｯｸを怠らな

いよう要望します。医療機関も関係している

可能性があるとして大阪市（橋下市長）では、

独自の対策をとっています。 

     ◎生活保護費◎生活保護費◎生活保護費◎生活保護費    126126126126 億億億億 1619161916191619 万円万円万円万円    

 

Ａ：①19 年度 580 人⇒23 年度 672 人。約

90 人の増加。②保育士は国家資格なので

一定の能力は担保されている。認証保育

所・私立保育園へ乳幼児教育の手引きを

配布し、区の研修に参加を求めている。 

◎◎◎◎区立区立区立区立保育園運営経費保育園運営経費保育園運営経費保育園運営経費（（（（約約約約 84848484 億円）億円）億円）億円）のうのうのうのう

ち職員給与費ち職員給与費ち職員給与費ち職員給与費（（（（724724724724 人）人）人）人）50505050 億億億億 4058405840584058 万円万円万円万円    

 

Ｑ:区内の高齢者の孤立死と思われる事例と

区の対応は？ 

Ｑ:生活保護受給者の過剰診療について。 

Ａ:22 年度は、25 件、今年度は、1 月末で 11

件。区では、地域の見守り、緊急通報ｼｽﾃﾑ、

民生委員の対応など複層的な形で見守っ

ていく。 

☆本当に重く、悲しい出来事

です。町会など地域の見守り

と行政の見守り事業を組み

合わせ、孤立死ゼロの品川

区を目指します。 

◎ひとり暮らし高齢者等◎ひとり暮らし高齢者等◎ひとり暮らし高齢者等◎ひとり暮らし高齢者等

福祉費福祉費福祉費福祉費                8510851085108510 万円万円万円万円    

 

Ｑ：①待機児童解消策に伴う区の保育士数

の変化は？②経験の浅い保育士の質

は？また、私立の保育士の質の確保は？ 

Ｑ：すくすく赤ちゃん訪問事業で産後うつの方

の人数把握は？ 

Ａ：訪問数 2256（22 年度）でうつ質問票

の数値が高い方が 223 名。再度訪問した

り、医療機関につないでいる。大部分の

方は、再訪で改善する（産後４ヶ月ほど） 

☆産後うつは、重い場合、育児放棄や虐待等

につながる可能性があります。この事業を

含め、継続的な支援を強く求めます。 

◎すくすく赤ちゃん訪問事業◎すくすく赤ちゃん訪問事業◎すくすく赤ちゃん訪問事業◎すくすく赤ちゃん訪問事業    402402402402 万円万円万円万円    

☆赤ちゃんが生まれた家庭に助産師・保健師・

児童ｾﾝﾀｰ職員が生後４ヶ月頃まで訪問

し、発育や育児の心配事等 

の相談を受け、 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｽしま 

す。「親育ち」 

の援助でもあ 

ります。 

子育て、高齢者・障害者福祉 生活保護など ⇒約 587 億円 

Ｑ:地域のために低所得者・高齢者世帯・母

子世帯等の実態把握・相談、行政との連

携等をされてる民生委員の欠員は？ 

Ａ：民生児童委員は、14 名欠員（定数 296）、

主任児童委員 1 名欠員（定数 26）。 

◎民生委員経費◎民生委員経費◎民生委員経費◎民生委員経費    4444625625625625 万円万円万円万円    


