☆☆ 品川区イズ 番外☆☆
西之表市長選挙 当選者は？

No.

423

2017 年

3月

品川区議会議員
無所属

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

29 年度品川区予算額 1645 億円
区民 1 人当りの歳出額⇒約 43 万 3000 円
（品川区の人口：約 38 万 3000 人）
品川区の 29 年度予算案は今議会に提出さ
れ、3/7 から審議中です。他区の予算案も各
区議会で審議されています。今号は、他区の
予算案の一部をご説明します。昨年度同様に
各区とも子育て支援・高齢者向け、五輪、防
災対策施策を重点課題としています。特色あ
る施策を中 心に一部 の区をご説 明します 。
◎は、施策の予算額です ☆私のコメント
予算額：1996 億円
1 人当り 39.5 万円
人口：約 50.6 万人

◇義務教育学校新設
人口が急増する有明地区に「仮称：第二有
明小・中学校」を来年 4 月に開校。23 区で
は、品川区についで 2 例目の小中
一貫の義務教育学校。主要構造部
の一部に区の地場産業の木材を使
用する。 ◎108 億 9561 万円

鹿児島県西之表（にしのおもて。種子島
北部にある市）市長選挙が 1/29 投開票され
ました。得票は、次の通り。（ ）は年齢。
さて、当選者は誰でしょう？
誰でもない場合は⑦と答えて下さい。
①八板俊輔氏（63）2428 票
②小倉伸一氏（64）2333 票
③浜上幸十氏（66）2236 票
④榎元一已氏（63）1940 票
⑤瀬下満義氏（65） 675 票
⑥丸田健次氏（58） 560 票
※有効投票総数は１万 172 票
（投票率 77.26％）
◎難易度☆☆☆☆

予算額：1445 億円
1 人当り 42.6 万円
人口：約 33.8 万人

◇若者の区政参画促進
公募と無作為抽出の若者（18～39 歳）60 人
で「しんじゅく若者会議」を開催し、区長と意見
交換。若者世代にﾈｯﾄｱﾝｹｰﾄも実施 ◎156 万円
☆品川区でも参考になる施策です。実施を求めます
予算額：895 億円
1 人当り 41.8 万円
人口：約 21.3 万人
◇乳幼児期から発達支援
臨床心理士や言語聴覚士が幼稚園や保育園を
訪問し、運動や遊びのﾉｳﾊｳを職員に伝える。
◎2144 万円 ☆「小 1 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ」（＝小学校に適
応できない）や不登校予防です。
予算額：926 億円
1 人当り 41.6 万円
人口：約 22.2 万人

◇区立全小中学生にﾀﾌﾞｯﾚｯﾄ端末貸与
全児童・生徒に 1 台ずつ貸与。自宅に持ち帰り、
予習・復習に活用できるようにする。
◎７億 8200 万円（教職員含め 8600 台。無線
LAN 整備等含む）☆品川区では、小 8 校、中２
予算額：2741 億円
1 人当り 40.2 万円 校で１人１台配備済み。導入効果が出ています。
人口：約 68.1 万人

◇不登校対策強化
家庭訪問による長期不登校の実態把握。不
登校は 10 年前の 2 倍（973 人）◎122 万円
◎ﾄｲﾚ洋式化等含め
21 億円事 務所
高 橋しんじ
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

ちょっとした話ながわ

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)。

平成 29 年第１回定例会が開会中です。(2/22～)
3/6～22 ☆予算特別委員会（議員 39 人で構成）
平成 29 年度の予算案を審議。
連日約７時間の会議です（！）
3/28 ☆本会議：議案を採決して閉会

おわび 3/16 から 3/28 まで、議会や
卒業式出席等のため『区政報告』配布を
お休み・時間変更することがあります。

予算額：951 億円
1 人当り 44.6 万円
人口：約 21.3 万人

予算額：1167 億円
1 人当り 41 万円
人口：約 28.4 万人

◇荒川遊園地 リニューアル 2020 年ｵｰﾌﾟﾝ目指す。
観覧車やﾒﾘｰｺﾞｰﾗﾝﾄﾞ等を一新し、集客力高める。
◎7017 万円
予算額：1906 億円
1 人当り 41.7 万円
人口：約 45.7 万人

◇公衆トイレ 全面改修
133 ヶ所の公衆ﾄｲﾚ改修を 3 か
年計画で実施。区長は、「ﾄｲﾚ区長
と呼ばれる位のｽﾋﾟｰﾄﾞ感で進める」
という。
◎7000 万円

◇漫画「ｷｬﾌﾟﾃﾝ翼」ｷｬﾗｸﾀｰ銅像 設置
人気ｻｯｶｰ漫画作者の母校で作品の舞台の由来の
「都立南葛飾高校」に建てる。 ◎1821 万円

予算額：988 億円
1 人当り 50.9 万円
人口：約 19.4 万人
◇浅草など 観光バスの駐車対策
迷惑駐車が問題となっている。
誘導員配置など。また、全国初
の観光バス条例制定。
◎1 億 3819 万円

予算額：1661 億円
1 人当り 66.6 万円
人口：約 24.9 万人

◇震災復旧基金に 380 億円
積立額（＝貯金）は 17 年末で 500 億円に。
目標積立額は 1000 億円。
☆品川区も備えています。災害復旧基金は 15 億円

☆区民の方からのご質問にお答えするｺｰﾅｰです

◇東芝病院（東大井６丁目）、売却？？

↗東芝代表執行役社長あてに提出しました。
内容は区議会 HP でご覧頂けます。
また、区議会本会議（2/22）で議員の質問
に、区側が「（略）今年 1 月末には、病院売却
に関する報道がなされていたが、現時点では、
東芝本社が東芝病院の売却を検討していると
いう情報は報道のみであり、東芝本社から正式
発表はありません。区長名で東芝本社社長宛に
「病院存続に関する要望書」を新たに提出しま
した。引き続き存続に関する取り組みを続け
る」という答弁をしました。
東芝病院の HP にも「当院は、これま
でと変わらず地域医療を担う急性
期病院として継続して参りますの
で、どうぞ、安心してご来院
下さい。」とあります。

Ｑ：東大井６丁目にある東芝病院は、だれでも受
診できる総合病院として地域医療に貢献して
います。救急外来や区内で数少ない出産も可
能な病院です。ﾆｭｰｽで「本社の経営状況の悪
化により、売却されるかもしれない」と聞きまし
た。どうなるのですか。心配です。
（区民の方より）
病院 HP より⇒
Ａ： 区議会では、2/6 に『東芝病院
存続に関する要望書』を株式会社↗
クイズの答え：⑦ ６人がいずれ
も法定得票数である有効投票総数
（10,172 票）
の 1/4（25％＝2543
票）に達せず、公職選挙法に基づく
再選挙（3/19 予定）となりました。 ◎『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。
①は得票率 23.87％で 115 票足り
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
なかった…。

・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 頃

