
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2002002002009999 年年年年 10101010 月月月月    

 
 

No.111    

    
品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    
    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    
※毎週、区政や区内の出来事 

についてご報告しています 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        

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 

   ☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
    品川に御殿がありました！ 

江戸時代初め品川御殿山に将軍の別邸の品品品品
川御殿川御殿川御殿川御殿（北品川３丁目付近と推定、品川女
子学院付近）があった。御殿を造営させ、
没するまで 189189189189 回回回回もももも訪訪訪訪れたれたれたれた将軍将軍将軍将軍は、「（（（（品川品川品川品川
のののの地地地地はははは））））海海海海もももも岡岡岡岡（（（（＝＝＝＝丘丘丘丘））））もももも景色景色景色景色がよくがよくがよくがよく時時時時々々々々
慰慰慰慰めにめにめにめに来来来来るるるる所所所所」と評していました。区立品
川歴史館は都内の古書店で御殿の平面図
（御殿図）を発見・入手し、現在開催中の
特別展（11/23 まで）で公開しています。さ
て、この品川品川品川品川をををを愛愛愛愛したしたしたした将軍将軍将軍将軍は誰でしょう？ 
①家康 ②秀忠 ③家光 ④家綱 ⑤綱吉 

 

 

Ｑ（他議員の質問）：ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰについて。 
Ａ（区側の答弁）：2373 人が登録している。売

上は、12 億 3000 万円、分配金は 11 億円。 
    ◎（決算額）支援事業 １億 4899 万円 
Ｑ：高齢者世帯の安否確認事業（地域見守りﾈｯﾄﾜ

ｰｸ）について。 
Ａ：ﾓﾃﾞﾙ地区の大森駅前住宅で月２回ｻﾛﾝに集ま

るなどで取り組んでいる。    ◎550 万円 
Ｑ：鈴ヶ森公園のいきいき運動教室は、高齢者の介 

護予防事業として評判が良いが。今後の予定は 
   Ａ：今後、他の公園も改修に合わせて運動 

施設の整備等すすめる。◎運営費 903 万円 
Ｑ：障害者就労支援策の一つとして区役所内で喫

茶店等を運営しては。 
Ａ：以前は運営していたがｽﾍﾟｰｽが狭く厳しい。 
Ｑ：保育園の待機児童について①解消策を。②区

内居住が長い方への優先入園措置は可能か。 
Ａ：①様々な施策を組み合わせて 

解消を図る。②児童福祉法の規 
定からはできない。 
◎保育園運営費 80 億 9079 万円 

☆（私のｺﾒﾝﾄ）：緊急課題です。 

全庁あげて緊急対策を!! 

 

Ｑ：『品川宿おもてなし館』（北品川２丁目）の
目的は｡    ◎観光案内所整備  6995 万円 

Ａ：旧東海道を訪れる方への観光資源の PR。 
☆増加傾向の区外観光客への対応は重要です。 
Ｑ:船舶中継所（天王洲駅そば）の観光活用を。 
Ａ:都から移管された施設で、清掃関連施設に

使用中だが、一等地なので有効利用を考えて
いきたい。   ◎作業費 ２億 2295 万円 

☆難問が多々あるが、都への働きかけをぜひ！ 
Ｑ:品川駅は港区だが品川区の顔として活かせるの

ではないか。ＪＲとの連携を。 
Ａ：関係業界と協力しながら進めていきたい。 

Ｑ：一本橋商店街（大井）の再生について。補助
163 号線が整備されたら復活するのか。 

Ａ：道路整備事業なので、商店街等の詳細は把
握していない。◎商店街振興事業 1909 万円 

Ｑ：国際取引支援助成とは？      ◎365 万円 
Ａ：ﾊﾞﾝｺｸでの国際見本市出店参加助成で４社が

受けた。参加で何かに結びついたか確認せず。 
Ｑ：『しながわの一番店発見ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ 

ﾄ』について。◎予算 1264 万円 
Ａ：ﾏｲｽﾀｰ店の認証のこと。売上 

が伸びた、問合せが増えた等の 
効果があった。22 年度が最後。 

☆商店への新たな支援策を。      

前号に続き、決算特別委員
会の質疑の一部をご報告い
たします。今週は、民生費
～教育費です。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

№111 2009 年 10 月 
発行所 品川区議会無所属クラブ 
発行者 高橋慎司（副幹事長） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！ 

 
今週の書架 

☆☆☆☆『『『『日本日本日本日本でででで一番大切一番大切一番大切一番大切にしたいにしたいにしたいにしたい会社会社会社会社』』』』    
（（（（坂本光司坂本光司坂本光司坂本光司    あさあさあさあさ出版出版出版出版    1400140014001400 円円円円））））    

 著者は、法政大学大学院政策創造研究科
教授。TV 番組（『ｶﾝﾌﾞﾘｱ宮殿』）でも取り上
げられた本。企業現場を訪問し、好業績を
維持している企業や社会貢献をしている
企業を紹介してます。障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用にににに 50505050 年年年年
以上以上以上以上もももも取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる「「「「日本理化日本理化日本理化日本理化    
学工業学工業学工業学工業」」」」やややや 48484848 年間増収増益年間増収増益年間増収増益年間増収増益といといといとい    
うううう寒天業界寒天業界寒天業界寒天業界のののの「「「「伊那食品工業伊那食品工業伊那食品工業伊那食品工業」」」」な 
どが紹介されています。 

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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！ 

 
 

 

 

 

Ｑ：区立公園にある自販機はどこが設置して
いるのか。また、その収益はどうなっているか？ 

Ａ：公共的団体（心身障害者七団体協議会、母
子寡婦福祉連合会、全国肢体不自由児・者父
母の会連合会等）が設置している。収益は、
報告を求めていないので把握してない。 

Ｑ：劇団四季が大井町に劇場を建設する。多数の
観客が駅から安全に歩行できる道路の整備を 

Ａ：国交省ﾏﾆｭｱﾙの基準からは歩行に支障ない。 
☆お客様が駅周辺を安全に回遊する仕掛けを。 
Ｑ：大井林町（東大井４丁目）に建設予定の高齢

者住み替え住宅について。 
Ａ：八潮地域の高齢者の方々を想定している。 

Ｑ：品川中央公園のｸﾞﾗｳﾝﾄﾞを私立青陵中・高校
に貸与しているが使用料は？ 

Ａ：多目的広場 990 万円・庭球場 221 万円（年） 
Ｑ：戸越南公園で超音波らしき音が聞こえたが。 
Ａ：十数年前に猫の嫌がる超音波を出す機械を

設置してそのままだった。すぐ撤去する。 
Ｑ：３人乗り自転車（正式名：幼児２人同乗用自転

車）のﾚﾝﾀﾙ事業や購入助成制度の導入を。 
Ａ：現在、検討していない。 
Ｑ：自転車のﾊﾝﾄﾞﾙに傘を固定 
 する装置について。 
Ａ：東京都の道路交通規則で 

禁止されている。 
◎交通安全啓発費 817 万円 

Ｑ：区内図書館で不明になった本の数は？ 
Ａ：4800 冊で 7500 万円相当（平成 20 年度）。 
☆ﾏﾅｰｱｯﾌﾟを求めるとともに抜本的な対策を。 
Ｑ：学校安全対策経費とは。   
Ａ：小学校 35 校中 27 校がｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、8

校が PTA に委託し通学路の安全を確保して
いる。          ◎ 4342 万円 

Ｑ:学校行事の日程は地域の行事と調整している
のか（連合町会運動会と小学校の運動会等）。 

Ａ：校長が 1、2 月に地域、町会、教育機関等
と調整している。 

☆大きな行事のﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞを避けるよう要望し
ます。 

Ｑ:①介助員・学習支援員の運営上の課題につい
て。②２学期から配置時間数が減少したが。 

Ａ:①関係者から聞いているので今後指導して
いきたい。②当初は厚く配置し、慣れたので
現状を踏まえて配置している。 

     ◎特別支援学級経費１億 6409 万円 
☆21 年度からの制度だが充実した運営を。ま

た、保護者にきちんとした説明をし、理解を
得るべきです。 

Ｑ:学校の裁量で支出できる予算の枠の拡大を。 
Ａ:校長の権限で 70 万円ある（緊急の維持補修

等に支出）。その他緊急に必要な時 
は、教育委員会に別途予算がある。 

Ｑ:義務教育施設整備基金積立金が 
 44 億 732 万円あるが、今後は？ 
Ａ:学校改築・耐震工事等で支出 

が計画（22 年度 119 億円、23 
年度 46 億円）されているので 
取り崩していく予定である。 

 

【【【【おおおお詫詫詫詫びびびび】】】】来週来週来週来週はははは建設委員会建設委員会建設委員会建設委員会のののの視視視視
察察察察（（（（10/2710/2710/2710/27～）～）～）～）のためのためのためのため『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』
をおをおをおをお休休休休みさせていただきますみさせていただきますみさせていただきますみさせていただきます。。。。    

【次号次号次号次号 112112112112 号号号号】 決算特別委員会のご報告の続きです（その③ 衛生費・総括質疑） 

クイズの答え：③３３３３代将軍家光代将軍家光代将軍家光代将軍家光。近年
江戸初期の江戸図が２点発見され、
新史料の「御殿図」で当時の品川が
解明されると期待されている。品川
歴史館では『品川品川品川品川をををを愛愛愛愛したしたしたした将軍家光将軍家光将軍家光将軍家光
－－－－品川御殿品川御殿品川御殿品川御殿とととと東海寺東海寺東海寺東海寺』（一般 300 円）
で御殿図や東海寺の寺宝等を展示中 
 


