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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 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 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
◇１施設あたりの年間運営費は？ 
次の施設の年間運営費を選んで下さい。  

① 区立保育園 1 園あたり（全 37 園） 
② 児童センター１館あたり（全 25 館） 
③ すまいるスクール１ヶ所あたり（全 37小） 

 (26 年度決算額) 
 
a  約 2 億 300 万円  
b 約 4500 万円 
c 約 3000 万円 
 

   ◎難易度 ☆☆☆☆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎難易度☆☆☆☆ 

2015 年 12 月 

 しがらみのない無所属 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

高橋しんじプロフィール  

No.375 
  
 

ちょっとした話ながわ 

◇区による町会・自治会への支援 
 町会・自治会は、地域ｺﾐｭﾆﾃｨの中心 
的な役割を担い、地域社会の課題解決、 
発展に大きな役割を果たしてきました。 

区は、区の発展のためには町会・自 
治会の活躍が不可欠と考え、支援制度 
の再構築を図り、区と町会・自治会の 
協働によるまちづくりを推進する。 
・「町会・自治会の活性化推進条例」の制定 
・各種助成制度（助成金等）の再構築 
       参考：11/30 区民委員会資料 
☆皆さんのお住まいは、何という町会・自治会の
区域か、ご存知ですか？また、町会・自治会
が何をしているか、ご存知ですか？ 
ぜひ、区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞなどをご覧下さい。 

◇28年度入学 小中学校抽選実施 
品川区では、小中学校入学について「学校

選択制」を採用しています。希望申請が受入
の人数を超えている場合、通学区域外の入学
希望者を対象に抽選を行います。 

希望申請者（学校選択希望者＝通学区域外
の学校を希望した人）は、 
中学校⇒33.2％ 小学校⇒27.9％でした。 

▽抽選実施校は、次の通りです。 
【中学校（全 15 校）】  ２校 

※日野学園（日野中学校）、戸越台中学校 
【小学校（全 37 校）】 １１校 

城南小、御殿山小、第一日野小、※日野学
園（第二日野小）、芳水（ほうすい）小、
第三日野小、大井第一小、立会小、小山小、
第二延山（えんざん）小、※豊葉の杜（ほ
うようのもり）学園（豊葉の杜小） 

※＝小中一貫校(28 年度から義務教育学校) 
 
☆品川区に転入される方が多く、 
児童数が急増している地域と、 
そうでない地域が生じて、児童 
数と通学地域がｱﾝﾊﾞﾗﾝｽとな 
っている例があります。通学地 
域の再検討が必要となってお 
ります。検証と検討を求めます。 

平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58票差）のご支持を頂き、現在３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 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232  

票（１位）。『議員力検定１級』合格 
☆初心を忘れずにガンバります！ 

《町会・自治会への助成金等》 26 年度決算額 
１．定期的・直接的に助成金等交付 
 地域活動課  ⇒約 1 億 885 万円 
  環境整備助成金、ふれあい掲示板維持、他 
 防災課    ⇒約 2701 万円 
  防災区民組織育成助成金、街頭消火器点検他 
２．その他助成金等 
 地域活動課  ⇒約 1597 万円 
  区民まつり補助金、他 
３．申請・申込により直接助成金交付 
 地域活動課  ⇒約 3908 万円 
  防犯ｶﾒﾗ・防犯灯等の機器設置助成、他 
 高齢者福祉課 ⇒約 321 万円 
  高齢者等地域見守り活動助成金 
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発行者 高橋しんじ 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 
Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆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

いたします(送料は当方負担します)。 
 
 
 
 
 
 

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！ クイズの答え：①a 2億 300万円  ②
ｂ 4500 万円  ③c 3000 万円 それ
ぞれ、多額の経費（＝税金）が使われ
ています。適切な運営かどうかのﾁｪｯｸ
をしていきます。 

 ズ 

◇ﾄﾞﾛｰﾝ宅配、無人ﾀｸｼｰ解禁 

 15日の国家戦略特区諮問会議で新たに４つの
自治体が指定された（右表）。 

 千葉市では、ﾄﾞﾛｰﾝが倉庫から 10 ㌔離れたとこ
ろに荷物を運んだり、ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱからﾏﾝｼｮﾝのﾍﾞﾗﾝ
ﾀﾞへ薬を運ぶ。ｱﾒﾘｶ通販最大手のｱﾏｿﾞﾝが参入予
定。３年以内の事業化が目標で、実現すれば世界
初となる可能性がある。 
 広島県と今治市（いまばり）では、 
瀬戸内海をはさむ両自治体間に 
かかる７つの橋の保守点検にﾄﾞ 
ﾛｰﾝを使うことを計画する。 

 
自治体 主な事業計画 

千葉市 無人ﾀｸｼｰ、ﾄﾞﾛｰﾝで荷物・薬宅配 
広島県 ・愛
媛県今治市 

ﾄﾞﾛｰﾝによる橋の点検、 
外国人による家事支援ｻｰﾋﾞｽ 

北九州市 介護ﾛﾎﾞｯﾄ開発、民泊で観光客誘致 
          参考：12/15 朝日新聞他 
≪品川区の取り組み（国への提案という形）≫ 
それぞれ法律の障壁（しょうへき）があります。 
▽道路空間を利用したｲﾍﾞﾝﾄ実施 
店舗前の道路でのｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ 
※障壁＝道路法 

▽（都市）公園内に保育所の建設 
  ※障壁＝都市公園法 
▽空き家を活用した宿泊（民泊） 
  ※障壁＝旅館業法 

☆年末年始の予定  
年末の区政報告配布は、28日（月）までの 
予定です。なお、新年は、1/7（木）にスタート 
する予定です。 

Ａ：紙面のｽﾍﾟｰｽで一部しか掲載で 
 きませんことをお詫びいたしま 
す。議会の発行する『区議会だ 
より』には、質問した全議員の全 
質疑の要約が掲載されています。 
また、区議会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでは、 
議員名やｷｰﾜｰﾄﾞから会議録（議 
会のやりとり）が検索できるよ 
うになっています。ぜひ、ご利 
用下さい。ご利用された感想（わかりにくい等
改善すべき点）をお寄せ下さい。 

 

Ｑ：「しんじ新聞」には、議会での議員の質問や役
所の答弁が掲載されていますが、一部です。も
っと詳しく知りたいのですが。（区民の方より）        

 

◇年末・お正月、たこあげ・羽根つきを！ 
日時：12/29（火）～1/3（日） 
   午前９時～午後４時 
場所：しながわ区民公園子ども野球場 

（勝島 3-2 ℡3762-0655） 
   鮫洲運動公園（少年野球場：人工芝） 

（東大井 1-4 ℡080-6640-1372） 
参加：当日現地にお越しください。 
注意 広場を開放します。野球・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・ｻｯｶｰ

等の球技は利用できません。 
たこや羽根・羽子板などは、 
ご持参下さい。 

 ☆広場でのびのび遊べます♪～ 
 

国家戦略特区＝国が進め
る新しい経済特別区域構 

想のこと。地域を限定した大胆な規制緩和や
税制面の優遇で民間投資を引き出し、“世
界で一番ビジネスがしやすい環境”を創出
するのが狙い。医療や雇用、農業などの分
野で規制の特例が認め 
られた。一方で、焦点 
の一つである雇用や働き 
方に関する規制緩和をは 
じめ、批判の声がある。 

キーワード 

内閣官房資料より 
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