
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
創立 140周年の小学校 

  品川区には、歴史と伝統のある小学校が
数多く存在します。いくつかの学校で創立
140 年を迎えています。一昨年（2014 年）に
は、品川小学校（＝品川学園）が区内小で初
めて 140 年を迎えました。さて、2016 年の
今年に創立 140 年を迎える小学校は？ 
①第一日野小（西五反田６丁目） 
②大井第一小（大井６丁目）  
③鮫浜小（東大井２丁目） 
④城南小（南品川２丁目）  
参考：『品川区史 2014』  

◎難易度☆☆☆☆ 
 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 
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品川区議会議員 
 無所属 
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高橋しんじプロフィール  

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！ 

 
 

 しがらみのない無所属 

･742 億 832 万円 
・歳出の 44.2％を占め
る最大の分野です 

☆子育て、高齢者・障害者福祉、生活保護等 
【待機児童対策（一部）】854 人の受入拡大 
区立保育園開設（大井町駅前） １園   300 人 

新規開設支援－私立保育園
（６園）・認証保育所（２園） 

 
計 498 人 

私立保育園－定員拡大 １園 10 人 

小規模保育事業等（家庭的保
育１・小規模保育３・事業所内

保育１）開設・定員拡大 

計 46 人 

※29 年度は、532 人の 
受入れ拡大予定です。 

☆以下、保育園等の経費・助成の状況（一部）。 
◇区立保育園運営費（39 園 定員 4116 人） 

職員 719 人。給与･運営費等◎87 億 4492 万円 

◇区立幼保一体施設（幼稚園と保育園が一体） 
運営費－５園（除:人件費） ◎６億 2470 万円 

◇区内私立保育園経費－運営費助成（38 園）、保
育士ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助等  ◎67 億 1899 万円 

◇認証保育所運営費等助成－24 園助成、利用者
の保育料一部助成等   ◎18 億 2019 万円 

 

前号から 28年度予算案の概要をご説明して
います。予算案は、2/17 からの区議会で審議
します。歳出は、約 1679 億円です。今号は、
歳出のうち民生費、衛生費、産業経済費です。 
 

◇私立保育園・認証保育所等新規 
開設支援－待機児童解消に向け 
た整備費・家賃補助◎10 億 3506 万円 

◇公有地活用による公設民営型保育園開設 
北品川１丁目（５年間）   ◎4236 万円 

◇都市公園内における認可保育園開設 
・西大井公園内－平成 29 年 4 月開設予定 
・しながわ区民公園内－30 年 4 月開設予定  

 
 

 
 
 
 
 
 
◇「しながわネウボラネットワーク」本格ｽﾀｰﾄ 

ﾈｯﾄﾜｰｸ構築、相談員配置、産後の家事ﾍﾙﾊﾟ
ｰ等利用助成、一時保育・ｼｮｰﾄｽﾃｲ充実、ﾎﾃ
ﾙを活用した産後ｹｱなど ◎１億 9898 万円 
☆妊娠⇒出産⇒育児の切れ目のない仕組み
で支援していきます。 
注ネウボラ＝「ｱﾄﾞﾊﾞｲｽする場所」の意味。
出産・育児をｻﾎﾟｰﾄする総合相談窓口 

☆区は、22～27 年度の６ヵ年で ３６２４人の 
受入れ拡大していますが、保育需要の増大が 
続き、27年4/1の待機児童は 215人。また、 
28年度 4/1にゼロの実現は難しい状況です。 
緊急課題ですので、引き続き、28 年度早期の 
対策を区に強く要望して参ります。区は、年少 
人口の増加は 38 年まで続くと予想しています 

 

http://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_24.html
mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
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発行者 高橋慎司 

〒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(送料は当方で負担します)。 
 
 
 
 
 

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：③鮫浜小。明治 9（1876）年開校
で、今年 140 周年です。11/26 に記念式典等の予
定です。④城南小と品川小（＝小中一貫校品川学
園）は、ともに明治７（1874）年開校で 2014年に
創立 140 周年を迎えました。区内最古です。②大
井第一小は、明治８年開校で昨年 2015 年に創立
140周年。①第一日野小は明治 11（1878）年開校。 

･113億 9386万円・歳出の 6.8％ 

･26億 6635万円 
・歳出の 1.6％ 

◇すまいるスクール運営時間延長（全小学校） 
18:00⇒19：00 ◎運営費 9 億 7650万円 

◇特別養護老人ホーム整備（28，29年開設） 
平塚橋（西中延１丁目）◎5億 9016 万円 
上大崎 3 丁目 ◎39 億 5660 万円 

◇認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ整備（29年開設） 
 東五反田４丁目 ◎３億 9184 万円 
◇認知症対策「くるみぷらん」－徘徊（はいか
い）高齢者早期発見ﾂｰﾙ交付等◎2462万円 

☆区民検診・健康・環境・ごみ処理等です。 
小児夜間応急診療－医
師会・昭和大学委託 

1915 万円 

休日診療費－日祝・年
末年始等医師会へ委託 

１億 1156 万円 
※年間 73 日 

不妊治療助成－所得制
限なし、助成は５年間 

5008万円 
対象 950組へ増 

各種がん検診 ６億 6458 億円 
妊婦健康審査－検診
14 回・超音波検査１
回、HIV・子宮頸がん 

３億 3659 万円 
 
※歯科検診も有 

予防接種一部助成 
小児用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ、
子宮頸がん、BCGなど 

10億 7656 万円 
※ﾛﾀｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ費
用一部助成 

◇20 歳からの健康診査－20～39 歳。血液
検査を中心に年1回無料  ◎2592万円 

◇資源持ち去り防止対策費－ ◎1159 万円 
◇ごみ収集運搬作業費 ◎11億 3892 万円 
◇清掃事業－23 区共同実施（焼却等）。品
川区は、◎12億 1935 万円の分担金負担 

 

 

☆観光、商工業振興策、 
消費者対策等です。 

◇観光ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ推進事業－品川区の PR。

観光展開催、鉄道事業者との連携、ﾓﾉﾚｰﾙ
に広告掲示、羽田空港国際ﾀｰﾐﾅﾙ情報発
信、ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ（大井町、その 
他）など ◎１億 7014 万円 

◇ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券発行助成 
－６億円分発行（昨年は春 
８億と秋３億計 11億円発行） 

◎8041万円（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分 6000万円他） 
◇事業継承支援事業－区内中小企業経営者
の後継者問題支援     ◎6800万円 

◇創業支援資金融資あっせん－3 年間無利
子、限度額 1500万円    ◎520万円 

◇商店街にぎわい創出事業－ 
ｲﾍﾞﾝﾄ事業・にぎわい事業 
助成、ｲﾍﾞﾝﾄ事業資金貸付 

◎１億 6533 万円 
◇ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ（会員の 
高齢者に仕事を紹介する社 
団法人）支援事業－運営費 
助成等  ◎１億 5609 万円 

 
 
 

 
 

 
 
 

◇ｸｯｸﾊﾟｯﾄﾞに保育園ﾚｼﾋﾟ 
 幼児を育てる父母の悩みに応えようと日野市
がｲﾝﾀｰﾈｯﾄに公開した保育園給食のﾚｼﾋﾟが人気。
かつおのだしをきかせ、隠し味にｹﾁｬｯﾌﾟ「保育
園のｶﾚｰﾗｲｽ」、卵ではなくﾄｳﾓﾛｺｼで彩りを添え
た「ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ」。紹介されているのは栄養士が考
えた献立で日野市にある市立保育園のﾒﾆｭｰ。大
人の食事と比べしょうゆや塩の量は半分、化学
調味料は未使用。昨年 11月から日本最大の料理
ﾚｼﾋﾟｻｲﾄ「ｸｯｸﾊﾟｯﾄﾞ」で公開開始。保護者からは
好評で毎日約 1000件のｱｸｾｽ。参考 2/3朝日新聞
☆「日野市立保育園給食のｷｯﾁﾝ」のﾍﾟｰｼﾞは、↓  

http://cookpad.com/kitchen/13438887 

 ズ 
保育園ｶﾚｰﾗｲｽ 
下記サイトより 

http://2.bp.blogspot.com/-nT07CPdogis/UZSsz9tq7kI/AAAAAAAAS-A/7Z2F_V7PYFw/s800/olympic29_hockey.png

