☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇ジャニーズ 嵐・相葉さんのお守り
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高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています
ズ
ズ
ズ

≪都政 ＮＥＷＳ≫
東京都の新たな施策（検討中含）が報道され
ています。品川区政にも大きな影響がありま
すので、そのうちの一部をご説明します。

◇私立高校 授業料無償化検討
・公立高 授業料⇒無償化（2010 年～）
・私立高 授業料
現行⇒世帯年収 910 万円未満世帯を対
象に収入に応じ段階的に国の支
援金や都の奨学金を支出
【予算額：約 50～60 億円】
都の検討案⇒来年度 実質無償化
世帯年収 910 万円未満世帯
を対象（私立校生の約半数）
に一律 44 万円を支出
【予算額：都の上乗せ分 約 140 億円】

◇待機児童対策
待機児童問題には、３つの壁が
存在するといわれています。①保育士不足の
壁 ②用地の壁 ③自治体の壁です。この①と
②への東京都の新たな対応策です。
①保育士不足の壁－最も大きな理由は、保育
士の「低い給与」です。ある調査では、全産業
平均から「月収で約 11 万円低い」とあります。
国は、29 年度から「保育士給与月２％
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☆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。

嵐の相葉雅紀さん（大晦日紅白歌合戦の白
組司会者）がお正月のﾃﾚﾋﾞ番組『vs 嵐』での
「BABA 嵐」
（トランプゲームの「ババ抜き」）
に勝つために必勝祈願に参拝し、お守りを購
入したのは、区内の神社です。次のどこ？
①荏原神社（北品川２丁目）
②品川神社（北品川３丁目
③鹿島神社（大井 6 丁目）
④鮫洲八幡神社
（東大井 1 丁目）
⑤天祖諏訪神社
（南大井１丁目）
◎難易度☆☆☆☆
（約 6000 円）アップ、ベテランは最大月４万
円アップ」させます。待遇改善です。
都は、勤務年数に応じて給与をアップさせる
保育所に対し、保育士１人あたり約２万円分を上
乗せする「ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助」を実施する方針。都内
では、国の補助と合わせて、保育士１人あたり
月約 26,000 円増加する。これで、東京都の保
育士平均月給は、約 25 万円（年収 350 万円）
となるという試算もあります。
また、産休明けの保育士（自分
の子が待機児童）には、ﾍﾞﾋﾞｰｼｯ
ﾀｰ代として最大で月額 28 万円を
助成し、職場復帰を促します。
②用地の壁－保育園用地不足です。23 区内
では、そもそも空き地がありません。加えて、
税制上の課題があります。
◎固定資産税（所有している土地等への税金）
・〈特例〉ｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝ建設⇒1/6 に軽減
・保育所建設⇒☆軽減なし
つまり、大家さん（土地の持ち主）は、「保
育所に貸すよりもｱﾊﾟｰﾄを建てた方が得」なの
です。そこで、固定資産税を課税する都は、「保
育所施設として、貸し付けられた土地と家屋への
固定資産税を全額免除」する方針です。大家さ
んの保育所用地提供を促す施策です。

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

今週の書架
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)。
【都政 ＮＥＷＳ②】◇電柱ｾﾞﾛへ補助金創設
無電柱化－電線を地中に埋めて電柱を無くす
現行 区道（品川区の管理）を工事する場合
国＝55％負担
都と区＝45％を折半（1/2 づつ）
区道の無電柱化は、景観形成で重要ですが、
この 22.5%(=45％の 1/2)という負担等のた
め、なかなか拡大できませんでした（北品川商
店街・戸越銀座商店街のみ）。都は、来年
度から区の負担分を補助する方針。区の負
担はゼロです。現在、都内の市区町村道
の無電柱化率は２％にとどまっています。
参考：1/7 日経新聞

☆『ここまで変わった日本史教科書』
（高橋秀樹他 吉川弘文館 1800 円）
「あなたが中学校・高校で学んだ日本史は
過去のもの？」とあります。発掘調査や
新史料の発見で歴史は見直され、教科書
の内容は改められていきます。テーマ例
として、「聖徳太子はいたのか」「鎌倉時
代の成立はいつか」「信長の描かれ方が変わった」
「「鎖国」の語が消えた」「明治維新の始まりと終
わり」など、興味深い内容が盛りだくさん。

◇学校ﾄｲﾚ洋式化加速
高齢者や障害者等、誰もが使いや
すいトイレにするため、都内の駅や
公園、学校などの公共施設のﾄｲﾚの
洋式化を加速させる。来年度予算に
37 億 6700 万円の事業費を盛り込む方針（前
年度比約 30 億円増！）。
区市町村には、補助金を出し、小中学校での
洋式化を後押しする。
参考：1/8 東京新聞
内訳（一部）・都営地下鉄の駅 11 億 8100 万円
・都立学校 8 億 7200 万円
・区市町村の庁舎や公園 2 億円
・区市町村の小中学校 13 億 2600 万円

ちょっとした話ながわ
◇天祖諏訪神社の勝守（かちまもり）
大人気！
ジャニーズの嵐の相葉雅紀さんがテレビ番組
でのゲーム勝利のために天祖諏訪神社（南大井
１丁目）に参拝し、お守りの「勝守」を購入し
たことが広く知られ、お正月に多くの方が参拝
し、購入した結果、頒布が終了しました。頒布
の再開時期（1 月下旬予定）は、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやﾌｪ
ｲｽﾌﾞｯｸで告知するとのことです。なお、郵送、
インターネットでの授与、取り置き（予約）な
どは行っていません
のでご注意を。
同神社は、地域の
鎮守の氏神様として
親しまれています。
勝守：神社の HP より

◇庁舎内で東京五輪公式グッズ販売
品川区は、昨年 12/14 から、区役所第２庁舎
売店で販売を開始。区役所内での販売は、23 区
初。販売するのは、五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸなどのｴﾝﾌﾞ
ﾚﾑﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞ（600 円）や首かけｽﾄﾗｯﾌﾟ（1200
円）など 6 種類。今後はﾀｵﾙやＴｼｬﾂ等の公式商
品も扱う予定。商品を取り扱う売店は、一般客
の利用も可能。社会福祉法人品川区社会福祉協
議会が運営し、障害
者の雇用の場として
も活用しています。
営業時間は、平日８
時～16 時、土・日
・祝日は休業。
参考：都政新報他
区の HP より
申し訳ありませんが、1/23（月）～28（金）は研修会
参加等で駅頭での『区政報告』配布をお休みします。

クイズの答え：⑤天祖諏訪神社
（南大井１丁目）京急立会川駅から徒
歩 1 分。昨年 12 月に参拝して、祈願
したそうです。また、そのあと、験担
◎『区政報告』をお配りしています。
ぎ（げんかつぎ）のために大井町駅近 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
くのとんかつ屋さんでとんかつ定食を ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
食べました。「ババ抜き」の結果は…、
頃
決勝戦で 1 位抜け！となりました。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
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

