
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 年 11 月 

 
 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

東京都品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011 
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail takahashi-shinji@spa.nifty.com 
URL http://www.takahashi-shinji.net/ 
☆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 

 

決算特別委員会 報告③ 
Ｑ他議員の質問 Ａ区側の答弁 ☆私の考え 
 

□■民生費■□ 
 Ｑ：商店街の空き店舗の活用成功事例は？ 
Ａ：子育て交流ルーム「品川宿おばちゃん
ち」（北品川２丁目）は、一時預かり保育
（500 円/1 時間）、パート就業者対象の短
期契約預かり（月 40 時間利用で 2 万円）
等が行われています（ﾏｽｺﾐでも報道）。 

☆NPO との協働事業を要請していきます。 
Ｑ：「すくすく赤ちゃん」事業について。 
Ａ：新生児家庭訪問は、児童ｾﾝﾀｰ職員によ
り 435 件訪問。 

☆訪問できない家庭で育児放棄等問題が発

生する恐れがあり、注意を払うべきです。 

Ｑ：「出会いの湯」事業について（65 歳以

上の方が公衆浴場無料になる機会）。 

Ａ：正確な利用者数はわからないが、参加

ｶｰﾄﾞは約 4000 枚発行している。 

Ｑ：都立大塚ろう学校品川分校跡の施設

（南品川６丁目、特別支援学校）で知的

障害児者の放課後ｻｰﾋﾞｽができないか。 

Ａ：都に要請したが、明確な回答はない。 

□■産業経済費・土木費■□ 

 

 

Ｑ:不況下の中小企業への経済支援策は？ 
Ａ:毎年融資を金融機関にあっせんしている
が今年は、年末に向けて補正予算に 7300
万円を計上した（12/26 まで申込受付中）。 

☆国や都ではできないきめ細かい経済支援
施策を求めていきます。 

Ｑ:リサイクルショップ「リボン」について。 
Ａ:経費は 1300 万円。ＮＰＯに業務委託して
いる。平成 19 年度の売上げは、大井町店 

（区役所隣）で約 774 万円。 
Ｑ：カーブミラー設置等の費用は？ 
Ａ:年間の修理 60 件（ミラー交換 88000
円）、角度調整 469 件（2000 円）。 

Ｑ：借り上げ型区民住宅について。 
Ａ:現在の空室は 29 戸（全 298 戸中）。大
家さんに空室の家賃補償している（年間
5123 万円支払っている）。 

☆何年間も多大な税金が家賃補償として
投入されています。空室解消施策を区に
求めていきます。 

高橋しんじプロフィール  

若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、
早稲田実業高、早稲田大学（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。東京大学研究員、塾などを経て、
教師（早稲田実業高、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４月 無所属・新人として 
2541 票の支持をいただき初当選！ 

 しがらみのない無所属 

前号は、私の質問につい

て報告しました。今号で

は他の議員の質問の一

部と、区の答弁です。 

No.70 
 

   ☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
    品川区の防犯マスコット（下のイ

ラスト、犬です）の名称がこのほど公募
で決まりました。どれでしょうか。 
区によるとアルプスで活躍す 
る番犬のバーニーズ･マウン 
テンドッグがデザイン。 
① はまぼう（区長は濱野氏）「 
② わんぼう（犬はワン） 
③ しなぼう（しながわ） 
④ けんぼう（犬はけん） 
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今週の書架 

☆『大人の時間はなぜ短いのか』 
（一川誠、集英社新書 700 円） 
 
 小学校の頃、いつまでたっても日が暮

れず、目いっぱい遊べました。子どもの頃
の 1 年と大人になってからの 1 年とでは、
かなり長さが違う（ように感じる）。「年を
取るとなぜ時の経つのが早いのか？」 
また、「楽しい時間はあっという間に過

ぎ、退屈な会議（授業も！）は、なかなか
終わらないのはなぜか。」など 
の素朴な疑問に答えてくれる。 
   同じ長さの時間でも感じ 
   られる長さは違います。  

決算特別委員会報告（続き） 

□■教育費■□ 
 

□■他自治体との比較等■□ 

Ｑ：小中一貫校は６校の計画だが、今後は。 
Ａ：計画のﾍﾞｰｽ（品川・大井・大崎・荏原
地区のﾊﾞﾗﾝｽ）に変化があれば検討する。 

☆十分に地域の声を聞くよう要望します。 
Ｑ：品川区独自採用教員について。 
Ａ：応募は、10/15 現在で 43 名。 
 （採用予定は若干名） 
☆熱意ある教員が採用されること 
を期待します。また、採用試験 
の問題・正解を公表すべきです。 

 

11/20（木）第４回定例会（議会）で一般
質問します。区議会の議場の質問台に立っ
て 15:50 頃から 20 分間行います（結構キ
ンチョーします）。どなたでも傍聴できま
す。なお、この模様は、｢ケーブルテレビ
しながわ｣で放映されます。放送日時は、
11/26（水）の 20 時と 11/29（土）の 17
時からです。ぜひ、ご覧下さい♪～ 

Ｑ：区内小学生の私立中学校進学率は？ 
Ａ：平成 18 年約 22％。毎年約 20%で推移。 
 もっと公立中学校の良さを区民の方々に
知らせる必要がある。 

☆各中学校の懸命な教育活動への取り組み
を上手にＰＲできるとよいと思います。 

Ｑ：小学校での英語教育は身につくのか。 
Ａ：英語に親しんでもらうのが大きな目的。 

決算特別委員会で審議された平成 19 年度
決算は、10/22 の本会議で賛成多数で可決
されました。なお、平成 19 年度歳入 1295
億円は、函館市・高崎市・藤沢市等と同規
模です。現在、区役所は平成 21 年度 
予算の編成作業に入っています。21 
年度予算についての審議は、平成 21 
年 3 月の議会で行われます。 

□■総括質問■□（各会派代表の質問） 

 

職員全体で取り組むべき課題です。 
Ｑ：18 時以降の子どもの居場所の整備を。 
Ａ：行政がどこまでﾌｫﾛｰするか、という議
論がある。区としては需要に応えている。 

Ｑ：区職員（団塊世代）退職者数について。 
Ａ：平成 17 年 114 名、18 年 142 年、19 年
188 名。今後 10 年で職員の 4 分の 1 が退
職する。一方で新規採用者は 19 年 105
名。今年から民間企業経験者の即戦力を
採用している（平成 20 年は 18 名）。 

 

Ｑ：『広報しながわ』（月 3 回）について。 
Ａ：経費は、各号新聞折込み 156000 部で
30 万円。単価は 1 部 5.9 円。全戸配布に
すると 10 円～13 円なので新聞折込みで
いく。広告収入は、毎月 23～28 万円。 

Ｑ：区の行政組織再編について。 
Ａ：「協働推進課長」を新たに設置する。 
☆区民との協働は、一課長だけでなく、区 

月 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 7:00-9:00 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！ 

 

 

クイズの答え：③ 区では「品
（しな）川」と「防（ぼう）犯」
を掛け合わせて、「品川の坊やと
してみんなで育てていこう」と
の思いも込めたといいます。 


