☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇品川区の区有施設
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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

―視察報告―

築何年？

高度経済成長期以降に整備されたｲﾝﾌﾗ（社
会基盤）や建築物が老朽化し、今後、更新期
を迎えます。これら公共施設の修理・建替え
等の財政負担が課題になります。大規模改修
の目安は築 30 年以上の施設といわれていま
す。品川区の区有施設の何％でしょうか？
①約 28％
②約 38％
③約 48％
④約 58％
◎難易度☆☆☆
☆

京都市
伊丹市（兵庫県）
神戸市

人口：約 147 万人 ※品川区:約 38 万人
面積：約 827 ㎢
※品川区:約 22.7 ㎢
◇「ひきこもり支援」
全国で約 54 万人、京都市では約 8800 人い
るといわれているﾆｰﾄ・引きこもり状態にある
若者。本人・家族の相談にきめ細かく、かつ
継続的の支援を行い、就労・就学を目指す。
【子ども・若者総合相談窓口】
平成 28 年度の相談は、20 代で全相談件数
の 44％。また、ひきこもり相談が全相談内
容で最も多く 33％。年齢では 20 代が 50％⇗
人口：約 20 万人
面積：約 25 ㎢
◇「ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育ｼｽﾃﾑの構築」
障害のある子どもが障害のない子どもとと
もに教育を受けるためのｼｽﾃﾑ（＝ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育
ｼｽﾃﾑ）をどのように整備してきたかを視察。
【校内特別支援体制】
入園入学前、卒園卒業後の進路先との情報共
有が進んでいる。これは、切れ目のない特別支
援教育のためにとても重要な点です。
私の所属する文教委員会は、10/23-25 に関西
地方の自治体を視察しました。その一部をご報告
します。予算は、約 110 万円（議員 8 名、区職
員 3 名）です。☆視察の成果を区政に反映します！

高 橋しんじ 事 務所
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。

⇗20 代、30 代へのひきこもり支
援が求められています。品川区
では、この支援に関して不十分です。
○支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ－相談窓口に来た方を NPO、
青少年活動ｾﾝﾀｰ、医療機関等の支援機関につ
なぎ、継続的に支援する。
【ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成・派遣】 13 名
同年代の若者が、自身のひき
こもり経験等を活かし、相談者
◎難易度☆☆☆☆
への支援をする（＝ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ）。
支援機関と連携、相談者と面談。
【教職員の特別支援教育ｽｷﾙｱｯﾌﾟ】
①全市立学校・園で校園内での研修会実施。
教育委員会担当者が講演
②教職員用指導資料（『特別支
援教育ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸＱ＆Ａ』173
ﾍﾟｰｼﾞ！）わかりやすい⇒
③保護者用啓発資料（『MA
NABITAMI１～３』）保護者
の理解は不可欠です。
☆品川区は①～③がありません

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）
・
同大学院修士・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
ズ
◇品川区 11/22 ｵﾘｼﾞﾅﾙ婚姻届ｽﾀｰﾄ！

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(郵
送他)いたします。ご連絡下さい。
人口：約 153 万人
面積：約 552 ㎢

区では新たに夫婦になった 2 人が未来の自分たち
へのﾒｯｾｰｼﾞ等を書き込める「ｵﾘｼﾞﾅﾙ婚姻届」の配布
開始。婚姻届けを提出した夫婦が記念用として受け
取れる。婚姻届はﾋﾟﾝｸと青
の 2 種。ﾋﾟﾝｸには 1，5，
10 年後の配偶者へのﾒｯｾｰｼﾞ
が書き込める。青には 5 年
目の「木婚式」等、26 回あ
る記念日にまつわる言葉を
添えた。11/22（いい夫婦
の日）から。☆ぜひ！
甲南女子大子育てひろば

◇「医療的ｹｱ児と健常児の共生保育について」
同一施設内に「小規模
保育事業」
「障害児通所支
援施設（就学前）」「認可
外施設」があります。
ここで医療的ケアが必要
なこどもの保育を健常
児とともに行っていま
こんな感
す。兵庫県内にいる 18 名のうち 6 名がここに通
じで説明
っています。当日も医療的ケアを受けているこど
を受けま
ものそばで健常児が遊んでいました。共に育ちあ
こちら側
した。
う保育が行われていました。保育園での医療的ケ
が議員
アは、設備、人材（看護師等）の問題から、品川
区でもなかなか整備されません。ここの運営は
NPO。代表理事の方は当初自宅で保育を行うなど
し、ここまで拡大。とてもｴﾈﾙｷﾞｯｼｭな女性でした。
注 医療的ケア＝家族や看護師が日常的に行っ
☆区議会では、常任委員会ごとに委員会に
ているたんの吸引や経管栄養
関連することを調査研究するために他の自
注入などの医療行為のこと。
治体の施策を視察しています（行政視察と
私立大学 所在地：神戸市 いいます）。例年、２泊３日で実施。また、
学生：約 4086 人（学部） 視察の際には、区の職員が数名同行します。
約 33 人（大学院）
◇「大学と連携した地域
貴重な税金による視察です。成果を今後の区
子育て拠点づくり－甲南子育てひろば」
政に活かすよう区に政策提言して参ります。
神戸市は、市内の大学構内に乳幼児が自由に遊
◎29 年度予算額（議員 40 人＋区職員 11 人）
べるｽﾍﾟｰｽ（右写真）を設置し、子育て支援の場と
5 つの常任委員会で ⇒約 551 万円
している（9 ヶ所）。子育て相談も実施。また、大
【各委員会の視察地】☆私の所属委員会
学生の保育実践の場にもなっている。
委員会
日程
視察地
市の予算額は、１ヶ所で年間約 400 万円（ほと
総務
10/30-11/1
神戸市・高松市・高知県
んど人件費＝保育士）。
区民
10/23-25 唐津市・大阪市・伊勢市
当日も数組の親子が楽しそうに遊んでいまし
厚生
10/30-11/1 甲賀市・伊賀市・生駒市
た。利用者は、ほぼ当大学の卒業生（結婚⇒出産）。
建設
10/23-25 長岡市・糸魚川市・富山市
地域資源（場所、人材）を活かした事業です。
☆文教 10/23-25 京都市・伊丹市・神戸市
クイズの答え④58.0％ 築 50 年以
上⇒26 施設（8.3％）、築 40 年以上～
50 年⇒88 施設（28.2％）、築 30 年以
月・水 ＪＲ大井町駅前
上～40 年⇒67 施設（21.5％）で合計
火 京急青物横丁駅前
58.0％。老朽化が進行。改修・建替え ◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
で今後 30 年間、年あたり平均で 80.8 ◎議会等の事情で変更する場合があります。 金 京急立会川駅前
億円必要と見込まれています。計算上、 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆各 7:00-9:30 頃
年平均 25.9 億円の財源不足です。

朝、駅前にいます！

