
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 番外★★ 
2019年 5月 1日改元です。 

 来年に予定されている改元。品川区 30 年

度予算案でも対応経費として 4470 万円が
計上され、準備作業が行われます。さて次の
うち誤りはどれ？すべて正し 
い場合は⑥と答えて下さい。 
①最初の元号は「大化」。 
②元号は平成までで総数 247。 
③過去に 4 文字の元号もあった。 
④使用された漢字は、72 字しかない。 
⑤最も多く元号に使われた漢字は「永」。 
（参考：3/5 朝日新聞）◎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 
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品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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高橋しんじプロフィール  

 
 

 しがらみのない無所属 

30年度品川区予算額 1,745億円 

区民 1人当りの歳出額⇒約 45万円 
（品川区の人口：約 39 万人） 

品川区の 30 年度予算案は今議会に提出さ
れ、2/21 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。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：1246 億円 
1 人当り 43.4 万円 
人口：約 28.7 万人 

◇区立公園全面禁煙 
      園庭のない保育園が多く、公園

が遊び場となっているため、
10/1 から区立公園 165 ヶ所を
全面禁煙化する。23 区で初めて
公園条例に禁煙を明記する。 

 

◇就学援助、ＰＴＡ会費を助成 
 就学援助の対象を PTA 会費に拡 
充。小学生年間 3380 円、中学生同 
4190 円を補助。23 区初です。 

◎425 万円 

予算額：966 億円 
1人当り 44.5万円 
人口：約 21.7 万人 

予算額：1388 億円 
1人当り 54.7万円 
人口：約 25.3 万人 

◇「寅さん記念館」過去最大 
規模のリニューアル 

寅さん（映画『男はつらい 
よ』の主人公）との記念撮影 
コーナー一新、カフェ新設。 

◎3 億 1400 万円  

◇教職員の処遇改善加速 

 夜間・休日に対応する留守番電 
話装置を全校に配置。教職員の業 
務効率化や定時退社できる環境を 
整備し、教育の質の向上につなげる。 
◎2 億 9429 万円（学校施設開放外部委託等含） 

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！ 

予算額：1557 億円 
1人当り 44.7万円 
人口：約 34.8 万人 

◇小中一貫校初開設 
 施設一体型の小中一貫校を 2023 年度に初
開設する。   ◎設計費等 2 億 532 万円 
☆品川区には区立義務教育学校として小中一
貫校が 6校あります。 

予算額：1907 億円 
1 人当り 41.2 万円 
人口：約 46 万人 

記念館 HP より 
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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)。 
 
 
 
 
 

クイズの答え：⑥すべて正しい。 
①乙巳の変（いっしのへん。かつて
は大化の改新といいました）は大化
１（645）年。③東大寺開眼供養の
儀式は天平勝宝４（752）年開催⑤
永が 29 回（例：永仁、寛永）、元（例：
元禄）と天（例：天平）が 27 回。 
 

  
 
平成 30年第１回定例会が開会中です。(2/21～) 

3/５～19 ☆予算特別委員会（議員 38人で構成） 
平成 30 年度の予算案を審議。 

    連日約７時間の会議です（！） 
3/27 ☆本会議：議案を採決して閉会 

 

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。 

朝、駅前にいます！ 

予算額：1427 億円 
1人当り43.4万円 
人口：約 32.8 万人 

◇ｽﾏﾎで通報「区民の声」 区民が道路や公園等
の公共施設の損傷などを画像で通報する。素早い
対応が可能に。◎130 万円 
 

予算額：1799 億円 
1人当り31.8万円 
人口：約 56.4 万人 

◇3歳児に視力検査実施 
 ３歳児健康診査で小児科医が診察。必要な場
合はその場で視能検査士が専門的な検査をし、
適切な保健指導につなげる。早期治療で改善す
る可能性が高い弱視や斜視等を見逃さないた
め。☆品川区でも実施を求めます！ ◎207万円 

予算額：3018 億円 
1人当り33.5万円 
人口：約 90 万人 

◇保育施設の近くで仕事 

 一時預かり保育が出来る区の支援施設に近接
した２ヶ所と区内から公募した２ヶ所で「子ど
もの近くで働くことができるﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ」をﾓﾃﾞﾙ
実施する。保護者は託児しながら、近くで仕事
ができる。☆品川区でも導入を！ ◎2982万円 

◇築地市場移転、ネズミ駆除 
10/11 の築地市場からの引っ越し作業 
中に発生が予測されるﾈｽﾞﾐの駆除作業 
を 7 月から実施する。  ◎1886 万円 
 

おわび 3、4 月は、議会や卒業式・入

学式出席等のため『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：2787 億円 
1人当り38.5万円 
人口：約 72.3 万人 

◇日本初 勝海舟記念館 整備 
没後 120 年にあたる来年夏のオー 

プンを目指す。 ◎3億 2086 万円 

 
予算額：897 億円 
1人当り57.2万円 
人口：約 15.6 万人 

 ちょっとした話ながわ 
   ◇天井は走る電車！高架下に商業施設 
東急池上線の五反田高架下（西五反田）に 
3/13、個性的な 5 つの店舗がｵｰﾌﾟﾝ。ｼｬﾜｰ 
付き駐輪場併設自転車店（ｶﾌｪも備える）、 
ﾋﾞｰﾙ醸造所兼ﾊﾞｰ（作りたてのｵﾘｼﾞﾅﾙﾋﾞｰ 
ﾙ等を味わえる）。ｶﾞﾗｽ張りの天井から真 
上を走る電車を眺められる店もある。高架下のｲ
ﾒｰｼﾞを覆すオシャレな商業施設。3/13 東京新聞 
 

 

予算額：2768 億円 
1 人当り 40.3 万円 
人口：約 68.5 万人 
 

◇ネット上の自殺対策強化 
若年者の自殺対策のための「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟ
ｰ」。検索ｻｲﾄのｸﾞｰｸﾞﾙの位置情報を活用し、相談
を促す広告を表示。ﾜﾝｸﾘｯｸで NPO 法人の相談受
付画面に移動し、ﾒｰﾙで対応する。◎445万円 

 

予算額：619 億円 
1 人当り 101 万円 
人口：約 6.1 万人 

◇ドライ型ミスト設置促進 
 区立公園 5 カ所に設置。企業向 

け設置助成を半額助成⇒全額助成 
にし、上限額を 100 万円⇒1000 
万円へ。☆涼しげです◎8800 万円 

予算額：2636 億円 
1人当り36.1万円 
人口：約 72.8 万人 

◇区立保育園で 3歳児保育 
 待機児童解消のため、区立幼稚 
園全３園で３歳児を対象として 
11 時間保育を開始。定員は 80 人。 

練馬駅付近から幼稚園までバス 
で送迎する。 ◎1 億 3644 万円 


