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No.
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

９月 17 日に第３回定例会本会議が始まりま
した。17、18 日に行われた一般質問の質疑応
答の一部をご報告いたします。Ｑ：他議員の質
問 Ａ：区側の答弁 ☆：私のコメント
Ｑ:政権交代に伴う大きな変化を区長としてどう
対応していくか。
Ａ:区民の安全、地域経済の活性化、健全財政
を基盤に新たな長期基本計画を実行してい
く。
☆変革に時代に対応した新たな理念に基づく
まちづくりと円滑な区政運営を望みます。
Ｑ：①品川区の本年度補正予算の事業実行見通
しと、②品川区の平成 22 年度予算の編成へ対
する政権交代の影響は？
Ａ：①今後の動向に十分注意する。②来年度予
算についても今後の推移を見守りたい。
☆区政への影響を最小限にする努力を。
Ｑ：①学校の校庭芝生化が進まないのは？②区内
公園、児童遊園等に鳥取方式の芝生化を。
Ａ：①必要性を十分認識しているが、教育活動
と芝の養生期間中の代替ｽﾍﾟｰｽ、管理体制の
確立など課題が多く、進展しない。第一日野
小での試行を注視する。②ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる継
続的な管理体制の確立等、導入するには、検
討すべき課題が多い。
☆毎年、少しずつでも区
内施設の芝生化の実現
を要望していきます。

区立浜川中学校（東大井 3−18−
34）があった付近は、かつて江戸時
代に土佐藩の下屋敷がありました。その
後、明治 37 年に現在の「ある大学」の
前身である学校が設立され、付属中学校
も設立されました。昭和 12 年に移転す
るまでこの地域は学生の町としてにぎ
わい、近隣には学生の下宿もあったとい
います。さて、この「ある大学」とは、
次のどの大学でしょうか？（参考：『品
川の地名』、
『月刊 おとなりさん』他）
①立正大学
③昭和大学

②明治学院大学
④日本体育大学

Ｑ：ｶﾞｿﾘﾝ税などの暫定財率の廃止の影響は。
Ａ：区の様々な事業に影響がある。道路計画
等には、都市再開発、電柱地中化等、約 39
億円の事業（平成 21 年度）が関係している。
☆代替の財源の確保が必須です。
Ｑ：新政権は、［ひも付き補助金］を「一括補助
金」（用途自由）にするとしているが。
Ａ：
「ひも付き補助金」
（用途限定の補助金）
は、平成 21 年度で約 75 億円。
「一括補助
金」については、財源確保を 23 区、他の
都市と一緒に要望する。
☆今後の地方分権の大きな論点になります。
Ｑ:ｱﾚﾙｷﾞｰ対策として脱脂粉乳を抜いたﾊﾟﾝを
給食で。
Ａ:学校給食会の基準で実施しているので除
去できない。
Ｑ:給食後、歯磨きの指導を。
Ａ:現在約 1/2 の小学校で
様々な指導をしている。
Ｑ：「家庭の社会化」のための
区の取り組みは？
Ａ：家庭のきずな・支えあいが弱体化し、家
庭が「公（おおやけ）」に頼っている傾向
がある。区が保護者の代わりをするのでは
なく、「親育ち」を支援する必要がある。
Ｑ：新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策について。
Ａ：10 月 1 日の『広報しながわ』で「ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞ対策特集」を扱う。また、10 月に保存
版ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを発行する。
☆再流行に対し、適切な対応を切望します。

高橋しんじプロフィール

高 橋しんじ 事 務所
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。

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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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！

Ｑ：新型イ ンフルエンザワ
クチン接種（２回 7000
円全額 自己 負担）を 無
償か一部助成に。
Ａ：国の方針は明示され
ていない。区としては、
国の動向をみて対応し
ていく。
Ｑ：災害時の区庁舎のﾄｲﾚ体制は十分か？
Ａ：簡易ﾄｲﾚを 20 基設置予定。60 ﾄﾝの処理
能力がある（500 人の 1 日使用量が１ﾄﾝ
なので１〜２ヶ月対応可能）。
☆避難者が集中する可能性があり、より高
い対応能力を整備する必要があります。
Ｑ：埼玉県戸田市の様に生ゴミのたい肥化を。
Ａ：品川区のような都市部では難しい。
Ｑ：幼児教育の無償化を。
Ａ：広く国民の理解が得られるように国政
の場で検討されるべきである。
☆新政権の今後の就学前教育に関する改革
について注視していきます。民主党のﾏﾆ
ﾌｪｽﾄには、「縦割り行政になっている子
どもに関する施策を一本化し、質の高い
保育の場を提供する」とあります。
Ｑ：①区内空地のごみ放置、②ペット（飼い犬）
の糞尿に関して、条例で規制すべきでは。
Ａ：①区は、所有者に連絡するなど対応し
ている。②飼い主のﾓﾗﾙの問題である。と
もに条例による規制はそぐわない。
☆生活ﾓﾗﾙの問題をどこまで行政が介入す
るか、区民の方々との理解が必要です。
Ｑ：林町都営住宅跡（東大井４丁目）の高齢者
住宅建設計画の進捗状況は？
Ａ：９月下旬に都が用地売却決定の予定。
☆計画作成時には地域の方々の意見を
取り入れる機会を求めます。

今週の書架
☆『汚れおとし大辞典』
（佐光紀子 ブロンズ新社 1500 円）
私は、帰宅して気がつくとラーメンのス
ープがネクタイについていたり（涙）、
「あ
らら」が多いのですが、この本は、ご家庭
の汚れを落とすアイデアがたくさん詰ま
っています。著者が講演会などで話した集
大成。ご家庭の場所別・素材別・
アイテム別に記載されています。
お役立ち本です♪♪〜 お掃除が
楽しくなる（かもしれません）
。

ちょっとした話ながわ
◇スタントマンが体当たりで交通安全指導！
9/23 鈴ヶ森小 PTA が校庭に大井警察署を招いて
交通安全教室を開催。これは、従来と異なり、Ｔ
Ｖや映画で活躍のｽﾀﾝﾄﾏﾝの方々が実際に自動車
にぶつかったり、転倒して事故の恐ろしさを伝え、交
通安全の意識を啓発します。自転車と自動車を衝
突させて自転車が何 m も吹っ飛んでしまう場面、
乱暴な運転をしたり、脇道から飛び出した自転車
が自動車と衝突する様子（ｽﾀﾝﾄﾏﾝは転倒！）、ﾄﾗ
ｯｸの内輪差で自転車が巻き込まれ、人が下敷き！
になる様子（写真）等、小学生と保護者の方々は、
真剣な眼差しで参加
されていました。連
休最終日にも関わら
ず約 150 人が参加。
とても有意義な教室
でした。関係の方々、
お疲れ様でした。

ズ
自殺防止照明 山手線全駅に 癒しの青色
JR 東日本は、10 月中に自殺防止策として山手線
全 29 駅のﾎｰﾑに心理学者が「精神状態を落ち着か
せる効果がある」という青い発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ（LED）
の照明灯を取り付ける。東京・品川など一部は実
施済み。電車が進入してくるﾎｰﾑ端の天井部に設
置。中央線の各駅にも設置を検討中です。
（東京新聞 09/09/16）

役場窓口の満足度調査 職員ﾏﾅｰ向上狙う
広島県府中町では、職員の対応について町民の
「満足度」調査を始めた。職員の身だしなみ、説
明方法、案内表示のわかり易さ等の項
目を５段階で回答してもらう。調査費
用は約 70 万円。（中国新聞 09/07/14）

ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
◎議会等の事情で変更する場合があります。金 京急立会川駅前
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00‑9:30 頃

クイズの答え：④ 「日本体育会体
操学校」
（現：日本体育大学）
が設立され、
「付属荏原中学」
も設立されました。この
「付属荏原中学」は現在
の日体荏原高校（現：大
田区池上、火災と戦災等
で移転）の前身です。

