☆☆ 品川区イズ☆☆
消防のしくみは、江戸時代にｽﾀｰﾄ!
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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

455 号から 30 年度予算案の概要をご説明して
います。予算案は、2/21 からの区議会で審議し
ます。歳出総額は、約 1,745 億円です。◎予算額
今号は、【歳出】のうち土木費、産経費、衛生費
◎ 323 億 5,203 万円
（歳出の 18.5％）

☆住宅・道路・公園等のまちづくり。防災対策も
◇シェアサイクル区内全域展開
京浜東北線より東側（臨海部）整備後、区内全
域展開
◎8,140 万円
◇青物横丁駅駐輪場再整備
◎6,690 万円
◇オリンピック会場周辺
バリアフリー化
区役所前
▽勝島歩道橋ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
▽周辺道路無電柱化（大井ふ頭ﾎｯｹｰ場周辺）
◎10 億 7,290 万円
◇大井町駅・旗の台駅周辺ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事
◎１億 2,850 万円
◇区内全公園に防犯ｶﾒﾗ（「みまもる君」）設置
3 年間で順次設置
◎6,862 万円
◇公園整備－しながわ区民公園、天王洲公園、
大井水神公園、浜川公園、東品川公園、
鈴ヶ森道路児童遊園、東大井公園など。

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。

今年 2018 年は、消防団 300 年の年です。
江戸時代の享保３（1718）年に町火消（ま
ちびけし、江戸の消防制度）がつくられ、享
保５（1720）年にいろは四十八組が編成さ
れ、本格的な町火消制度が発足しました。さ
て、この江戸の防火体制を
強化したのは、次の誰？
①遠山金四郎景元（かげもと）
②水戸黄門（徳川光圀 みつくに）
③徳川家康
④大岡越前 （えちぜん）
◎難易度☆☆☆

【防災対策】（一部）
事業内容
予算額
◇ 木 造 住 宅 密 集 地 域 不 燃 化 36 億
促進－区内南西部の社会
8,462 万円
基盤整備
◇災害時消えない街路灯
6,889 万円
全学校避難所入口に停電
でも点灯する街路灯設置
◇災害時の避難体制強化
4,450 万円
避難場運営マニュアル更
新支援等
◇防災体験 VR（ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃ
ｨｰ）導入－ﾘｱﾙな災害対応
を体験できる VR 機器導入
1,318 万円
◇八潮地区の将来像検討業務委託 ◎415 万円
◇公衆便所改築－大井町駅前、新浜川橋北、
南大井など
◎9,706 万円
◇ﾋｶﾘﾉﾐｽﾞﾍﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ－目
黒川（五反田、品川橋）、
京浜運河（かもめ橋⇒）
のﾗｲﾄｱｯﾌﾟ設計・工事
◎2 億 1,235 万円

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

◎117 億
6827 万円
（歳出の 6.7％）
◎29 億 839 万円
☆商工業振興策、
（歳出の 1.7％）
消費者対策等です。
◇中小企業支援
後継者不足に悩む中小企業を支援
▽事業継承設備投資支援
－設備投資費用の 1/2 助成
◎4,000 万円
▽中小企業の優れた技術・製品応援
－販路開拓、資金支援等
◎1,300 万円
◇情報通信産業等の企業間連携支援
新ビジネス・新サービスの創出。近年、
五反田にＩＴ産業が集積。◎1,385 万円
◇商店街支援
▽イベント事業資金貸付◎4,000 万円
▽商店街の街灯 LED 化支援 ◎4,050 万円
▽外国人「おもてなし」の取り組み強化・
受け入れの積極的な店の PR ◎970 万円
◇働き方改革支援事業
意識啓発、働き方改革奨励金（10 万円交付）、
事業所内育児施設整備助成、相談体制強化等
◎987 万円
◇女性起業家向け支援プログラム
HP、ﾁﾗｼ等販路促進物費用助成
◎270 万円
◇ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券発行助成
－６億円分発行
◎1 億 4761 万円（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分 6000 万円他）
◇モンゴル高等専門学校との科学技術交流拡大
短期交流事業：学生 9 人を約 1 週間受入れ
長期交流事業：学生 3 人を区内製造業 3 社
で約 1 か月間インターンシップ ◎534 万円

☆区民検診・健康・環境・ごみ処理等です。
◇特定不妊治療費助成開始
－都で助成を受けた夫婦に
区が上乗せ助成を行う。
（上限：2.5～５万円）
◇予防接種ｽｹｼﾞｭｰﾙ管理ｱﾌﾟﾘ
導入－「しながわﾊﾟﾊﾟﾏﾏ
応援ｱﾌﾟﾘ」に機能追加
◎301 万円
休日・応急診 療 －医 師 １億 3,487 万円
会等に委託
各種がん検診
７億 7,470 億円
※胃内内視鏡検査導入 ⇒5630 万円
妊婦健康診査－検診、 ３億 4,681 万円
超音波検査・子宮頸
がん検診、歯科検診
予防接種一小児・高齢 12 億
者肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ、子
7,148 万円
宮けいがん、BCG 他
◇住宅宿泊事業届け出－民泊届け出受付
◇ごみ収集運搬作業費
◎12 億 8,454 万円
◇清掃事業－23 区で共
同実施（焼却等）。
◎品川区は、13 億
152 万円の分担金負担

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)。

ちょっとした話ながわ
◇信号の「押しボタン」⇒タッチスイッチへ
警視庁が新型のﾀｯﾁｽｲｯﾁを開発。大井 7 丁目
の横断歩道でお目見え。横断歩道の信号の絵で
ｽｲｯﾁの意味を説明。軽く触れるだけで作動させ
ることができる。案内板の印を読み
取ると仏語等 11 言
語の説明がｽﾏﾎ画面
に表示される。
参考:2/10 朝日新聞
⇒写真は、音響用押
しﾎﾞﾀﾝも付いたも
の。
（警視庁 HP より）

クイズの答え：④大岡越前守忠助（おおおかえ
ちぜんのかみただすけ。江戸町奉行＝今の都知
事的な地位）。現在の消防団制度の前身の町火消
制度を整備しました。8 代将軍徳川吉宗の時代。
品川区にも消防団があります。①1840 年代に
活躍。TV ﾄﾞﾗﾏ「遠山の金さん」のﾓﾃﾞﾙ。②水
戸藩主。③1603（慶長 3）年江戸幕府を開く。

朝、駅前にいます！
◎『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。
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

