
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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    

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 

 

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１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

東京都知事選、 

11/29 告示 12/16 投票！ 

12 月に実施される都知事 

選挙全体（都内全域）の費用 

総額は、いくらでしょうか？ 

 

①約 5000 万円 ②約５億円 

③約 15 億円  ④約 25 億円 

⑤約 50 億円 

☆ﾎﾟｽﾀｰは、21 年に都選管 

の募集に入賞した八潮学 

園２年生（当時）の作品 

◎難易度◎難易度◎難易度◎難易度    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

前号に引き続き、今号は、決算特別委員会

（23 年度歳入・歳出）の審議のうち、衛生費・

産業経済費・民生費の一部をご報告します。 

Ｑ：他議員の質問Ｑ：他議員の質問Ｑ：他議員の質問Ｑ：他議員の質問            Ａ：区の答弁Ａ：区の答弁Ａ：区の答弁Ａ：区の答弁        

◎平成◎平成◎平成◎平成 23232323 年度決算額年度決算額年度決算額年度決算額    ☆私の☆私の☆私の☆私のｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄ        

・歳出歳出歳出歳出    1297 億 3270 万 1149 円 

※区民１人当たり約 36.8 万円 

 

Ａ：商品券を使える店舗は、約 2200。商品券

の換金は商店街で一括して行っているので、

使われた店舗数は、正確には出せないが、23

年度は、約 900 の換金場所がわかっている。 

☆発行額は、春３億、秋３億の計６億円。区は、そ

の 10％のﾌﾟﾚﾐｱﾑ分と事務経費等を助成して

います。様々な状況がありますが、事業の成果を

数字で表せない仕組みには、課題があります。

改善し、更なる振興策の検討に役立てるべき。 

◎共通商品券発行経費助成◎共通商品券発行経費助成◎共通商品券発行経費助成◎共通商品券発行経費助成    7982798279827982 万円万円万円万円    

Ａ：①他区もほとんど６円前後。当面、６円を維

持する。②団体数で最も多いのは、ﾏﾝｼｮﾝ管

理組合関係、次に町会、自治会、 

資源ﾘｻｲｸﾙ団体など。③おおざっ 

ぱだが、年 10 万円位が標準的な 

支給額。◎集団回収◎集団回収◎集団回収◎集団回収    7462746274627462 万円万円万円万円 

 

 
健診・健康等⇒106.4 億円 

商工業振興等⇒19.1 億円 

Ｑ：ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付区内共通商品券が使われた店舗数

は？地域商業の振興という目的に沿った事業に

なっているのか。事業の点検を。 

Ｑ：資源回収（アルミ缶、古紙等）について集団回

収における集団回収団体への支援金がキロ６

円。①値上げを。②登録団体が 572 ある。どの

ような団体があるか。③団体ごとの支給額は？    

2012201220122012 年年年年    11111111 月月月月    

 

No.250 

 

Ａ：10 年に 1 度、区内生物の生息状況や珍し

い生物の実態調査を区民の方々と行う。鳥類

35 種、昆虫 293 種、魚類 14 種、水生植物 54

種、両生類３種等を確認。観察会も行った。 

Ｑ：生物多様性の基礎調査というのは、どのような

調査か？  ◎生物多様性基礎調査◎生物多様性基礎調査◎生物多様性基礎調査◎生物多様性基礎調査 1848184818481848 万円万円万円万円 

Ｑ：被災地支援職員派遣の人数、派遣先は？ 

◎被災地支援職員派遣費◎被災地支援職員派遣費◎被災地支援職員派遣費◎被災地支援職員派遣費 1206120612061206 万円万円万円万円    

Ａ：宮城県気仙沼市（４名）、岩手県宮古市 

（４名）、福島県広野町（３名）の３回 11

名で保健師等。避難所を回って健康相談・

健康学習等を行った。また、仙台市に清掃

職員９名が清掃車で清掃事業を行った。 

☆継続的な被災地支援を強く要望します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 みんな・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。    

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！ 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：⑤：⑤：⑤：⑤ 有権者は約

1000 万人。62 区市町村で約 1900

ヶ所の投票所、約 1 万 4000 ヶ所の

ﾎﾟｽﾀｰ掲示板が必要です。23 年４月

の前回都知事選挙では、品川区内だ

けで約 6465 万円かかりました。 

Ａ：①お子さんとのｽｷﾝｼｯﾌﾟ。また、父親が参加

しやすい。②初めての赤ちゃんで、触るのも

悩んでいる方もいる。子育ての最初の段階と

して重要なものと考えている。 

 ◎助産師によるﾍ◎助産師によるﾍ◎助産師によるﾍ◎助産師によるﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ事業ﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ事業ﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ事業ﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ事業 535,000535,000535,000535,000 円円円円    

Ａ：東京都が研修主体だが、希望者が 

受けにくい状況。経過措置として、 

施設、特別養護老人ﾎｰﾑでは、内部研 

修で医療行為が行える。訪問介護の 

事業所で認定証を受けているのは７事業所。 

 

Ａ：ほとんどが女性。この住宅は 25 ㎡（単身用）。

現在お住まいの居室にタンスとかたくさん大き

な家具があり、部屋を実際に見たら入らないだ

ろうということで辞退された。 

◎大井林町高齢者複合施設整備費◎大井林町高齢者複合施設整備費◎大井林町高齢者複合施設整備費◎大井林町高齢者複合施設整備費    

９億９億９億９億 1566156615661566 億円億円億円億円    

☆貴重な新施設が空いています。 

空き部屋の発生を解消する努力を！ 

Ａ：財源は、国と都から全額出ている。人材派

遣等から 50 人雇用して、その結果、看護師が

空いた時間に、研修に行ったり、施設の職員

に研修（たんの吸引等）をするという事業。 

☆この分野の大きな課題である福祉人材確保と定

着策、ｽｷﾙｱｯﾌﾟは今後も必要です！ 

Ａ：21 年度 12045 件、22 年度 14269 件、23 年度

13667 件。事務局が全件同じ目で見てから審査会

（審査員 55名、６つの合議体）が判定する。２

時間で 55～65 件審査するので 1 件２分位。 

☆介護認定の結果は、その世帯にとって大

変重要な意味を持ちます。精度の高い審

査を求めます。条例では、審査員が 70 人

まで増やせます。検討すべき課題です。 

◎介護認定審査会（◎介護認定審査会（◎介護認定審査会（◎介護認定審査会（211211211211 回）回）回）回）1807180718071807 万円万円万円万円    

 

Ａ：古くは、給食の委託化（全国初）をし、さら

にこの３年間で保育園の定員は 30％増加してい

るが、運営費ﾍﾞｰｽは、約 12％増で済んでいる。

既存保育園施設を工夫して定員拡大を図った。 

☆１園で２億円以上の経費が適切かどうか等、さらな

る運営費の節減に取り組む必要があります。 

 子育て、障害者・高齢

者福祉等 558.1億円 

 

Ｑ：①助産師によるﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞは、赤ちゃん

にとってどんな効果があるか。②民間に教

室もあるので、民間に任せたらどうか。 

Ｑ：法改正によって介護職等の方が医療行為

（注：たんの吸引等）を行えることになった。登

録業者、研修修了者など品川区の現状は。 

Ｑ：福祉人材ｽｷﾙｱｯﾌﾟ事業のうち特別養護老人ﾎ

ｰﾑ等における看護ｽｷﾙｱｯﾌﾟ事業について。 

 ◎特別養護老人ﾎｰﾑ◎特別養護老人ﾎｰﾑ◎特別養護老人ﾎｰﾑ◎特別養護老人ﾎｰﾑ等等等等におけるにおけるにおけるにおけるｽｷﾙｱｯﾌﾟ事業ｽｷﾙｱｯﾌﾟ事業ｽｷﾙｱｯﾌﾟ事業ｽｷﾙｱｯﾌﾟ事業    

１億１億１億１億 800800800800 万円万円万円万円    

Ｑ：大井林町高齢者住宅（東大井４丁目）の申し込

み後の辞退者が多かったと聞くが。理由は？ 

Ｑ：保育園経費を下げる取り組みはどのように

してきたのか。 

 ◎保育園運営費（◎保育園運営費（◎保育園運営費（◎保育園運営費（37373737 園）園）園）園）80808080 億億億億 4493449344934493 万円万円万円万円    

Ｑ：介護認定審査会について。認定審査件数等。 

 

ズ 

◇勤務中に校外喫煙、給料返納 

 敷地内全面禁煙となっている大阪府立高校で

教職員が勤務時間中に校外で喫煙したとして、府

教委が、外にいた時間分の給与を返納させること

がわかった。府教委によると「教員が校外喫煙し

ている。証拠写真もある」と通報があり、調べる 

と、ある府立高教員５人と職員２人が

勤務中に校外の路上で喫煙したと認

めたという。返納額が 50 万円を超え

る人もいるという。（10/23朝日新聞） 


