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No.84 

 
品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

 
☆大田区 小中全校で無料補習開始！ 
大田区教育委員会が新年度から基礎学力の
定着を目的に放課後や土曜日に希望する児
童生徒へ実施。正規教員とは別に、教員免
許を持つ約 200 人を「学習指導講師」に採
用し補習する予定。保護者の要請に応えつ
つ、教員の過重負担を避けるねらいがある
という。小学３～６年（60 校）に算数、中
学全学年（28 校）に数学と英語を実施する。
公立校が学習塾と連携しての補習は各地で
実施され始めているが、このよう 
な取り組みは珍しい。予算は約 
5400 万円（朝日新聞 09/2/21 他） 

ズ 

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 

☆毎週、区政や区内の出来事に 
ついてご報告しています！！ 

   ☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
 ◇定額給付金法案 国会で可決！（3/4）◇ 
品川区は、３月中の支給を目指し、給付方法としては、区民の方々に
申請書を送り、金融機関の口座番号を書いて返信してもらい、その口
座に振り込むのが基本です。さて、区全体の事業費（定額給付金の総
支給額）はいくらになるでしょうか。給付額は１人当り 12,000 円。
18 歳以下と 65 歳以上には 8,000 円加算です。区では、この給付金支
給に合わせて 10%ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付共通商品券を４月に発行する予定です。 
①約 22億円 ②約 32憶円 ③約 42憶円 ④約 52億円 ⑤62億円 

 

会議始まる！！ 本 
2/25-27、区長施政方針演説と代
表・一般質問（他議員）が行われ
ました。一部をご報告します。 
◇区政運営について 
・①今後の財政見通しは②約 700
億円の基金の有効活用は？  

 ⇒①税収などが減少し、厳しい   
ので健全財政を目指す②計画
的・効果的運用に留意する。 

☆（私のｺﾒﾝﾄ）基金を取り崩して
財源不足を補うにも限りがあ
るので適正な歳出を考慮する
必要（行財政改革）があります。 

◇教育 
・教員の意識改革について 
 ⇒毎年他区から異動してきた
教員には区独自の教育活動に
ついて校長が指導している。 

☆学校の意思統一は不可欠です。 
・学校裏ｻｲﾄの実態は？ 
 ⇒２件の裏ｻｲﾄが発見され、す
ぐに削除したがすべてを学校
が把握するのは難しい。 

☆東京都でも裏ｻｲﾄ発見の取り組
みやﾈｯﾄの扱いを指導している
ので連携するよう要望します。 

代表・一般質問から 

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 
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お節介ですよね～ 
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

 
今週の書架 

☆『ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾌｧﾐﾘｰ ３月号 
 しつけの言葉大百科』 

（ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社 680 円） 
「勉強しなさい」より「５分でやっちゃえ
ば？」、「親を困らせないで」より「自分で
解決しなさい」、「何度も言わせないで」よ
り「あんたは半人前」など、いろいろな場
面で子どもを励ましたい時や叱りたい時
のｱﾄﾞﾊﾞｲｽ。有名人家族の例です 
がなかなか具体的な例があり、 
参考になります♪～ 
 

無所属クラブ 
    区政報告 

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 7:00-9:30 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！ 

クイズの答え：④ また、支給
の事務費は約２億 4000 万円で
す（給付金とともに国が負担）。
品川区では、１月末に実施本部
（副区長が本部長）を設置。 
☆すでに詐欺事件がおきて 
います！ご注意を！！。 
 

会議始まる！！ 本 
◇子育て 
・保育園の入所希望者について。 
 ⇒平成 19 年度分 1388 名、20 年度分 1515
名、21 年度分 1533 名。今後短期的に増え
るので多面的に施策を実施する。 

☆区立増設・定員増、私立保育園拡充など
共働き世帯支援を要請します。 
◇健康 
・小児夜間診療事業について 
（昭和大学・医師会と連携） 
 ⇒昨年４月からのべ 1540 人 
（１日平均７人）。患者・医 
師からはともに好評です。 

☆予算額 1793 万円。継続を要請します。 
◇国際交流について 
・国際交流の具体策は？ 
 ⇒区内の大使館と交流する、職員の語学
研修、国際交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの開催など。 
◇福祉 
・品川介護福祉専門学校について 
 ⇒平成 18 年から入学者は定員の８割。 
・区内介護施設の人材不足等について。 
 ⇒離職率は、13%（全国は約 20%）。年度途
中での補充ができていない。経営状況も
厳しい。区内民間事業者の廃業は、今年
度 16 件。 
☆21 年度は「雇用促進の支援」事業（助成
金支給）を活用して人材確保を。 
・公衆ﾄｲﾚに視覚障害者用の音声ﾄｲﾚを 
  ⇒周辺状況等からすべてのﾄｲﾚに設置
で 

きるわけではないが検討する。 
◇安心・安全 
・住宅用火災警報器の区内設置状況は？ 
 ⇒消防庁の調査（20 年度）では、23 区南
部で 36.4%である。今後も PR していく。 
また、21 年度に『ひとり暮らし高齢者等
火災警報器給付事業』の自己負担額（低
所得者等）を 1440 円から 500 円に引き下
げて普及を図る。無料化の予定はない。 

・２次避難所であるｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰの耐震化は？ 
 ⇒16 施設中４施設は不要。工事の必要な
４施設は 22 年度までに実施。以後、残り
の施設は耐震診断し、早期に実施する。 

☆避難所の耐震化は学校と共に急務です！ 
・消防団の訓練場所がない。 
 ⇒東京消防庁の管轄下で活動している
が、今後も区として情報提供等できる限
り協力する。 

・都職員（警視庁）が区に２人（生活安全
担当課長・交通安全担当課長）派遣され
ているが継続の予定は？ 

⇒犯罪の減少、放置自転車の減少などに貢
献している。今後も継続する予定である。 
◇その他 
・ﾍﾟｯﾄ登録の実態は。 
 ⇒登録は義務だが実際は、 
半分程度の登録率なので登 
録の周知・啓発に努める。 

・区営ﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾝ設置予定は？ 
 ⇒常設・臨時とも区立公園 
に設置する予定はない。 
 

代表・一般質問から（つづき） 


