
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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No.112    

    
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 ☆☆ 
    没後 100 年の墓前祭、120 人参列 

 明治期明治期明治期明治期にににに政治家政治家政治家政治家としてとしてとしてとして活躍活躍活躍活躍したしたしたした人物人物人物人物の墓
所（品川区西大井）で没後 100 年にあたる
10/26 に墓前祭が営まれ、約 120 人が参加し
ました。近くに邸宅があったことから現在
もいろいろな地域にこの政治家の名前が残
っています。今年の墓前祭は、この政治家
の同郷の方々に加え、濱野区長も参加しま
した。さて、この人物とは？ 

（参考：読売新聞 10/27） 
 

①大隈重信 ②勝海舟  ③板垣退助 
 ④黒田清隆 ⑤伊藤博文 

先に行われた決算特別委員会の

質疑の一部をご報告します。な

お、次号次号次号次号はははは、、、、私私私私のののの質問質問質問質問のののの報告報告報告報告ですですですです。。。。 
 

 

Ｑ(他議員の質問)：ｶﾗｽの巣撤去助成について。 
Ａ（区側の答弁）：平成 20 年度は 58 件で 134

万円。区民が申請し、区役所から連絡を受け
た登録業者が撤去する。 

Ｑ：ｴｺｽﾎﾟｯﾄ（空き缶回収機）を将来拡大する考え
は？         ※立会川駅前にもあります。 

Ａ：１台 300 万円かかること、また機械の老朽
化や商店街の協力が必要で今後検討します。 

Ｑ:不妊治療相談・助成事業（決算額：1437 万円）
で妊娠した方は？ 

。 

Ａ:平成 20 年度 328 件助成し、99 件が妊娠。 
Ｑ:妊婦が喫煙していると早産の確率が高いといわ

れる。区で啓発しているのか？ 
Ａ:母子手帳で啓発している。 
☆（私のｺﾒﾝﾄ）：より一層の啓発を。 
Ｑ:平日の小児夜間診療事業（昭和 

大学に委託）の受診者数につ 
いてどう考えるか。 
※平成 20 年度 1499 人受診 

Ａ:想定の範囲内。委託費は 
 安いものではないと思う。 
 

☆保育園の待機児童問題については、総括質問
者 10101010 人人人人のうちのうちのうちのうち実実実実にににに７７７７人人人人（（（（私私私私もももも含含含含めめめめ））））が区に
対策を求めました。区の対策については、後
日詳細をご報告いたします。 

Ｑ:区立学校教員のﾒﾝﾀﾙ相談について。 
Ａ:自分のうつ病、職場の人間関係等、ここ数

年、年間５～10 件の相談がある。 
Ｑ：区内の父子家庭数の推移・支援等について。 
Ａ：数字的に大きな変化は無い。区としては、

家庭相談、ｽｷﾙｱｯﾌﾟ支援等を行なっている。 
 

Ｑ:ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞによる学級閉鎖中の児童生徒への
家庭学習に対する指導について。 

Ａ:ﾌﾟﾘﾝﾄ等、教員から適切な指示を出している。 
Ｑ:20 代、30 代について①区の支援は②

緊急雇用対策ではどのくらいの割合か 
Ａ：①保育やｽﾎﾟｰﾂなど様々な接点で実

施②歩行喫煙監視、放置自転車対策
雇用など、全体で約 1 万人のうち約
500 人。☆積極的な働きかけを！ 

Ｑ:区職員中 20 代、30 代の割合は？ 
Ａ:704（20 代 332、30 代 372）人で全

体の 26,7％。☆若手の意欲喚起を！ 
 

お詫び：11/9から13まで研修会参加のため『区政報告』の配布はお休みさせていただきます 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

№112 2009 年 11 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 

☆☆☆☆『『『『16161616 歳歳歳歳のののの教科書教科書教科書教科書    
－－－－なぜなぜなぜなぜ学学学学びびびび、、、、なにをなにをなにをなにを学学学学ぶのかぶのかぶのかぶのか』』』』    

（（（（講談社講談社講談社講談社    780780780780 円円円円））））    
 ７人の講師がわかりやすく国語、数学、
英語、社会などに関して述べています。帯
には、「娘のために買いましたが先に私が読
んで目からｳﾛｺでした。主人にも薦めていま
す」（41 歳主婦）、「ちゃんと明確な目的を
探そうという気持ちになりました」（13 歳
中学生）などとあります。 
※数学講師として登場する高濱 

正伸氏は、知人です。 

無所属クラブ 
    区政報告 

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：⑤⑤⑤⑤伊藤博文伊藤博文伊藤博文伊藤博文（（（（1841184118411841－－－－
1909190919091909））））。長州藩（山口県）出身。町会
名や付近の幼稚園・学校名に「伊藤」
の名が残ります（例：小中一貫校伊
藤学園）。墓所（西大井 6-10-18 Ｊ
Ｒ西大井駅３分）は毎秋公開され、
今年は、11/14,1511/14,1511/14,1511/14,15（（（（10101010－－－－16161616 時時時時））））にににに一一一一
般般般般にもにもにもにも公開公開公開公開されます。 

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！！！！ 

11/26 から第４回定例会（本会議）が始ま
ります。私は、27272727 日日日日（（（（木木木木））））にににに議場議場議場議場のののの質問質問質問質問
台台台台にににに立立立立ってってってって 20202020 分間分間分間分間『『『『一般一般一般一般質問質問質問質問』』』』ををををしますしますしますします。。。。
『一般質問』とは、品川区の行財政全般
について会期の最初に質問します。当選
してから３度目ですが、やはり緊張しま
す。予定では、14141414：：：：20202020 頃頃頃頃から。ただし、
前の議員の質問状況で変わります。どな
たでも議場（区役所隣）で傍聴できます。
また、この様子は、「ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞしながわ」
で放映されます。放映日時放映日時放映日時放映日時    
はははは、、、、12/412/412/412/4（（（（金金金金））））21212121 時時時時からからからから、、、、    
再放送再放送再放送再放送がががが 12/612/612/612/6（（（（日日日日））））17171717 時時時時    
からからからから（（（（ともにともにともにともに 45454545 分間分間分間分間））））。 
ぜひご覧下さい。 
 

 国会と同じように地方議会も視察をしてい
ます。品川区議会では、例年 10101010 月下旬月下旬月下旬月下旬にににに２２２２泊泊泊泊
３３３３日日日日でででで他他他他のののの地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの行財政行財政行財政行財政・・・・議会制度議会制度議会制度議会制度なななな
どどどど所属委員会所属委員会所属委員会所属委員会にににに関連関連関連関連するするするする調査調査調査調査をします（右表
は平成 21 年度視察先）。常任員会は５つあり、
40 人の議員が基本的に８人ずつ所属してい
ます。視察経費は、１人当たり約 14 万円です。
また、各視察には区から幹部職員（部長級）、 

議会事務局職員ら２～ 
３名が同行します。 
☆☆☆☆多額多額多額多額のののの費用費用費用費用をかけてをかけてをかけてをかけて
調査調査調査調査にににに行行行行きますのできますのできますのできますので成成成成
果果果果をををを区政区政区政区政にににに反映反映反映反映させなさせなさせなさせな
ければいけませんければいけませんければいけませんければいけません。。。。    

【平成 21 年度 各委員会の視察地】 

委員会委員会委員会委員会    日程日程日程日程    視察地視察地視察地視察地    

総務総務総務総務    10/27-29 大津・豊明・岡崎市 

区民区民区民区民    10/28-30 高畠・盛岡・遠野市 

厚生厚生厚生厚生    10/27-29 甲賀・湖南・半田市 

☆建設建設建設建設    10/27-29 高松・堺・大阪市 

文教文教文教文教    10/26-28 宇土・北九州・萩市 

 
◎行政視察経費  552.6 万円 （議員 40 名） 
 議員一人当たり 約 14 万円  
 
☆私私私私はははは建設委員会にににに所属所属所属所属していますしていますしていますしています。。。。建設委建設委建設委建設委

員会員会員会員会のののの視察視察視察視察のごのごのごのご報告報告報告報告をををを後日後日後日後日いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

 
 

「品川龍馬会」発足！ 
 坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬が 20 歳の頃品川（立会川近辺）で
過ごしたことにちなんで「品川龍馬会」が
10/17 発足。発足式は、土佐藩下屋敷跡地土佐藩下屋敷跡地土佐藩下屋敷跡地土佐藩下屋敷跡地のののの
区立浜川中区立浜川中区立浜川中区立浜川中学校学校学校学校で行なわれ、会の顧問の歴史
家が品川と龍馬の関わりを紹介し、坂本家９
代当主、龍馬の姉のひ孫、勝 
海舟の子孫らによるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
も行なわれ、会の終了後は、 
周辺でﾎﾟｲﾝﾄﾗﾘｰ、屋形船遊覧 
等も実施され、区民を中心に 
約 200 名が参加して大いに 
盛り上がりました。 

（参考：東京新聞 091018） 
☆私も参加しました♪♪～  
≪立会川駅そばにある龍馬像≫ 

ちょっとした話ながわ 


