
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ☆☆ 
   ◇ランドセル、重すぎ?? 
白土健大正大学教授が今年 4 月に首都圏の

小学生 58 人に家庭でランドセルの重さを量
る調査を実施。さて、この中の 3 年生の 1 日
の最大重量は何 kg でしたか？ 
3 年生の平均体重は 27 ㎏です。 
①約 5 ㎏ 
②約 7 ㎏ 
③約 9 ㎏ 
④約 12 ㎏ 
◎難易度☆☆☆☆ 

参考：5/28 朝日新聞他 
 
 
 
 

   

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

2018 年 5、6 月 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

No.467 

 
 

高橋しんじプロフィール  

 
 

 しがらみのない無所属 

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！ 

30 年度予算案は、本会議（3/27）で可決しま
した。その予算審議の一部を 465 号からご報告
しています。今号は産業経済費・衛生費・土木

費です。予算の概略は、455～458 号をご参照
下さい。Ｑ：他議員の質問  Ａ：区側の答弁  
☆：私の考え     ◎：30 年度予算額 

◇私の質問は、469 号でまとめてご報告します 
 
◎衛生費 

117 億 6827 万円 
（歳出の 6.7％） 

 

衛生費⇒区民検診・健康・環境・ごみ処理等 
産経費⇒観光、商工業振興策、消費者対策等 

  

◇３歳児健診で機器による視力検査を 
Ｑ:①３歳児の視力検査の品川区の実態 
は。②3 歳時に異常なしと診断され、 
就学前検査で弱視と診断された例も 
ある。正確に診断をして、早めの療育 
ができる体制が必要。②自動判定機能を 
持つ機器は乳幼児の弱視、斜視等に非常
に有益である。導入の検討を要望する。  

 
Ａ:①視識、絵によって、家庭で保護者に検査
してもらい、その結果を３歳児健診の場で確
認。医師が必要な子は精密検査につなげる。
②この機器を導入すれば全員が確実に検査
できると言えれば簡単だが、行政として、新
しい健診方法、新しい機器導入に関しては、
安全性、確実性、導入のﾃﾞﾒﾘｯﾄが何もないの
か等を含めて慎重に検討する必要がある。 

☆練馬区はこの検査機器で全員を対象に実 
施しています。早急な検討を求めます。 

◇青年期ひきこもりについて 
Ｑ:大井保健ｾﾝﾀｰ（大井 2 丁目）で
の青年期ひきこもり家族支援の
状況と今後の方針は。 

Ａ: 平成 16 年度より実施。長期化する 
青年期ひきこもりに困っている家族のため
に知識の普及と対応能力の向上を目的とし
ている。参加人数は 28 年度⇒21 名、29 年
度⇒19 名。ひきこもりは、社会的な要因の
ほか精神疾患や発達障害など様々な要因が
絡んでいる。今後も関係する他機関と協同し
て、一人でも解決に導くような適切な対応を
心がける。☆政府によると若者の「広義のひき  

こもり」は全国で約 70 万人と言われてい 
ます。 （『26 年度版子ども・若者白書』） 

◎産経費 
29 億 839 万円 
（歳出の 1.7％） 
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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)。 
 
 
 
 
 

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！ 

 

◇しながわ 子ども食堂 
    ﾌｫｰﾗﾑ 2018 
 6/9（土）「きゅりあん」 
   ７階ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ 
 講演  12:30～14:30 
 展示等 10:00～14:00 
 ※講演、ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｽｶｯｼｮﾝ、 

交流会は事前申込み制 
☆詳細は「しながわ食堂ﾈｯﾄ 

ﾜｰｸ事務局」まで 
http://shinashakyo.jp 

/kodomonet/ 

クイズの答え:④約 12 ㎏ ①約 5 ㎏： 
2 年生 ②約 7 ㎏：6 年生 ③約 9 ㎏：
1 年生 重量化原因の一つは教科書 
の拡大・重量化。2011 年から、写真や
ｲﾗｽﾄが増え、B5 ｻｲｽﾞから A4 ｻｲｽﾞに。
上下巻が 1 冊となり、2 倍近くの重さに
なったものも。6 年生までの全ﾍﾟｰｼﾞ数
もこの 10 年で 35％増加。副教材やﾌﾟﾘ
ﾝﾄﾌｧｲﾙ等の教科書以外の要素も大きい。 
 
 
 

☆次号は、歳出の教育費について予算委員会
審議（質疑応答）をご報告します。 

◇青物横丁で落下物。小 5がｹｶﾞ 
Ｑ:今年１月に青物横丁（駅付近）で看板
の落下事故があった。小５の子がケガ
をした。品川区がどう考えているか。
責任はその建物の管理者にあることは
明白だが、行政として再発防止のため
に何ができるか。 

 
 

Ａ:この事故は飲食店の店舗      
の外装の木製のひさしの落      
下。建築基準法で定期的に 
外装部、中の基準法への適 

合性について報告が義務づ 
けられている。この建物も、

（区は）緊急の対応として他に落下物のお

それがないか、おそれがあるものは、直ち
に撤去指導した。基準法の観点で他の建物
についてもしっかり指導していきたい。 

☆建物の所有者によるﾙｰﾙ遵守（じゅんしゅ）は
当然ですが、しっかりとした監視の役割が行政
に求められています。 

 

 

 

 

 

◇避難所の備蓄品に液体ﾐﾙｸを 
Ｑ:避難所の備蓄品として乳児用の液体ﾐﾙ 
ｸが、この夏にも解禁へという報道があ 
った。液体ﾐﾙｸを備蓄品に加えることを 
要望する。粉ﾐﾙｸと違って、お湯がなく 
ても赤ちゃんにﾐﾙｸを与えられる。 

 

Ａ: 厚労省で基準的なものが固まって 

きたという報道等があったが、国内への流通状
況等がまだよくわからないので、国の基準も含
め、様々な状況を注視して、どういった扱いが
できるか、備蓄期間がどれくらいになるのか、
今後、情報をとって、採用について考えていき
たい。☆液体ﾐﾙｸは災害時に有用です。採用を！ 

 

 

◎323 億 5,203 万円（歳出の 18.5％） 

⇒住宅・道路・公園等のまちづくり。 
防災対策も含みます。 

 

◇JR広町社宅跡再開発について。 
Ｑ: ①JR 東日本から広町再開発計画（注 
暫定利用。462 号でご報告済）が出てき 
た。区がどのように評価しているか。② 
その後の再開発について、区は JR と共 

同で、というが、ＪＲは組織も大きいし、 
会社がしっかりしているから、飲み込ま 
れてしまう心配がある。また、 
必ず東急も必要な仲間だと思う。 

 
Ａ:①JR 東日本が（暫定利用終了の） 

2020 年以降、ここの開発を進め 
ていきたいという意思を示してい 
る。JR の土地が約３ha（ﾍｸﾀｰﾙ）、 
区は約１ha あるが飛び地であり、用地再編
して進めた方が使いやすいという話もある。
その検討もやっている。②JR に飲み込まれな
いようにという話だが、区も非常にしっかり

したﾒﾝﾊﾞｰをそろえて、しっかりと JR と協議
をしている。また、東急電鉄抜きには語れな
い。☆区として主体性を持って計画に参加し、主
張することを要望します。 

 
 
 
 

 

ちょっとした話ながわ 

http://shinashakyo.jp/

