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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 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
熊本地震（4/14 発生）支援 

 品川区では、熊本市から 23 区区長会への
救援物資支援要請に基づき、4/18 に物資を
搬送しました（4/20 到着）。品川区の担当物
資はどれでしょうか。１つではありません 

① アルファ化米  
② 飲料水（1.5ℓ） 
③ 簡易トイレ    
④ 毛布 
⑤ ブルーシート 

 ⑥ 紙おむつ 
◎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 

 

2016 年 4・5 月 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

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 

高橋しんじプロフィール  

平成 28 年度予算案は、3/23 に本会議で可 
決しました。その予算審議の一部を 389 号から
ご報告しています。今号は、教育費・土木費・衛
生費・産業経済費です。予算の概略は、380～382
号をご参照下さい。Ｑ：他議員の質問  Ａ：
区側の答弁☆：私の考え  ◎ 28 年度予算額 
◇私の質問は、次号でご報告いたします。 

 
⇒幼稚園・小中学校教育、図書館運営等 
☆歳出全体（約 1678億円）の 8.1％です。前年度比 17.8％

減少（非構造部材耐震化・学校改築終了等のため）。 

◇28年度 品川区固有教員採用 
Ｑ：①独自採用教員の採用基準、②免許 
所有状況、③配置先、④管理職になる 
ための条件、⑤28 年度採用状況は。 

 Ａ：①小中両方の教員免許所有、特別支援学校
教諭普通免許状、英語科免許のいずれかの条
件に当てはまること。②現在 20 名で小学校全
科 12 名、英語科 5 名、数学科 1 名、理科 3 名、
体育科 2 名。③小学校４名、中学校５名、一
貫校（注 28 年度から義務教育学校）10 名、
教育委員会 1 名。④副校長選考まで区が独自
に実施。⑤２名合格者の２名とも辞退で採用ゼ
ロ。応募者も減少だが、採用基準は下げない。 
◎区固有教員（20 人）職員給与１億 5359 万円 

 
 

◇脊柱（せきちゅう）側わん検診 
Ｑ：28 年度導入される脊柱側わん検診 

（※）のﾓｱﾚ撮影では、小中学生の男女とも
上半身裸になる。学校で細かい配慮を。 

 
 

◇区立小中学校選択制について 
Ｑ：選択制で兄弟、姉妹を優先し 

ているが、入学できないことも 
ある。保護者に周知徹底を。 

Ａ：女子の検査は、女性技師が担当。室内を暗
くして、ｶｰﾃﾝで仕切る等、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰに十分配
慮する。    ◎脊柱側わん検診 420 万円
※脊柱の異常の有無を検診。服を着ていると    

脊柱を観察できないため、上半身裸になる。 

Ａ：「あくまで、通学区域の子どもが最優先で、
区域外から選択した兄弟等が入学できない
こともある」とﾊﾟﾝﾌで周知している。 

 

No.391 

 
 

 
 

        区固有教員＝区立小中学
校の教員は、東京都の職員 

のために品川区だけでなく、東京都内すべて 
の学校を勤務対象に転勤する。品川区では、 
採用～退職まで区内の学校で勤務する固有 
教員を区の費用で独自に採用しています。 
 

キーワード 

11 ﾄﾝﾄﾗｯｸで（区 HP） 
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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) 
 
 
 
 
 

朝、駅前にいます！ 
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。 

クイズの答え：①～⑤ ⑥紙おむつ。
は、担当ではなかった。①ｱﾙﾌｧ化米２
万食。②飲料水（1.5ℓ）600 本。③簡
易ﾄｲﾚ 2 万回分。④毛布 2 千枚。⑤ﾌﾞﾙ
ｰｼｰﾄ 2 千枚。区は、義援金受付（区庁舎・
各地域ｾﾝﾀｰ）、職員派遣等を実施中。 
 
 

Ａ：東京都は東京五輪に伴う周辺駅
のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ状況を調査する。また、
東京ﾓﾉﾚｰﾙ株式会社にも区とし
て、さらなるﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの要望をし
ていきたい。 ☆強力に要望を。 

Ａ：大きな公園で管理上必要な死角等 
を監視するために 11公園に 30台設 
置している。 

☆荒川区では、28年度に区立公園全 33 
ヶ所に防犯ｶﾒﾗを設置すると発表。予算 
額 1685万円。全公園に設置するのは 
東京 23 区で初めてです。公園での迷惑行為が
増えています。ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰに配慮しながら、利用者
や地域の安全確保を。 

 

◇ﾓﾉﾚｰﾙ大井競馬場駅のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化を 
Ｑ：駅につながる歩道橋がﾊﾞﾘｱﾌﾘｰではない。
また、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰは、あるが、競馬場側の道
に降りる構造で、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ会場
（注 大井ふ頭中央海浜公園。ﾎｯｹｰとﾌﾞﾗｲﾝ
ﾄﾞｻｯｶｰ会場）へ向かう入口には階段である。
東京都へﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化を強く要望してほしい。 

 

◇がん検診普及事業 
Ｑ：有名人（※）の乳がん手術のﾆｭｰｽの影
響で、検診受診率がｱｯﾌﾟした。このこと
について区の見解は。※北斗晶（ほくと
あきら）-49歳。元女子ﾌﾟﾛﾚｽﾗｰ。ﾀﾚﾝﾄ。 
 

◇公園の防犯ｶﾒﾗについて 
Ｑ：何ヶ所の区立公園に何台の防犯ｶﾒﾗが設置
されているか。※区立公園は全部で 147ヶ所 

 

Ａ：私どもの地道な（受診）
啓発を超える効果があっ
た。ﾃﾚﾋﾞ効果、すごい発信
力があるな、と感じている。
どんな啓発が効果的か、と
いう部分を研究する。◎が
ん検診普及事業 2877 万円 

☆この芸能人のﾆｭｰｽ後に区の乳がん検診者が前
年度に比べ大幅に増えました。28 年度予算は増
加させています。一過性でない検診率ｱｯﾌﾟを。 

Ｑ：品川区では、狂犬病の予防接種率が全国
同様 70％。この原因をどう考えるか。 
 Ａ：狂犬病予防法に「接種等がない場合は、20

万円以下の罰金」とある。飼い主の責務とし
て伝わっていない。また、狂 
犬病に対する恐怖の意識の低 
下もある。接種期間の延長や 
受診勧奨して、受診率向上に 
取り組んでいる。 

◎犬の登録・予防注射 351万円 

 

⇒住宅・道路・公園等のまちづくり。防災対
策も含みます。☆歳出全体の 26.7％。前年
度から 61.5％の大幅増加。これは、道路整
備事業、再開発事業などの大幅増額です。 

 

 
衛生費⇒区民検診・健康・環境・ごみ処理等 

歳出全体の 6.8％、前年度比 1.8％増加 
産経費⇒観光、商工業振興策、消費者対策等 

歳出全体の 1.6％、前年度比 2.5％減少 

 

 

 

◇品川区の熊本地震支援 義援金受付 
熊本地震で被災された自治体へお届けします。 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや区の掲示板等で広報しています。 
【場所】本庁舎・地域ｾﾝﾀｰ（13ヶ所） 
【お問い合わせ】 総務課 電話 03-5742-6624 
注 区民からの支援物資の受付は、現地の受け入れ
体制が整っていない等により、現在行っていません 

◇初！品川区議会 議会報告会 開催!！ 
5/31（火） 18:30～20:30 きゅりあんｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ 
☆議会の仕組み・議会改革の取り組み・委員会報告・
議員との意見交換など。ぜひお越しください!! 

ちょっとした話ながわ 


