
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
警視庁 09 年春の全国交通安全運動  

ポスター起用の女優、交通事故 
この女優さんは、2/15 PM７:40 頃、乗用車を
運転中、JRJRJRJR 目黒駅前目黒駅前目黒駅前目黒駅前（（（（品川区上大崎品川区上大崎品川区上大崎品川区上大崎２２２２丁目丁目丁目丁目）
の５車線道路で信号待ち中の男性運転の乗
用車に追突。幸い男性にケガはなく、車はこ
すった程度で、目黒署は物損事故として処
理。男性とはその場で示談になりました。さ
てその女優さんとは？ 事故にはご注意を！ 
①綾瀬はるか ②長澤まさみ 
③上戸彩（うえと あや） 
④堀北真希（ほりきた まき） 
⑤相武紗季（あいぶ さき）  

（参考：2/17 産経新聞、 

ｽﾎﾟｰﾂﾆｯﾎﾟﾝなど） 

2010201020102010 年年年年 2222 月月月月    

  

No.125    

    
※毎週、区政や区内の出来事 

についてご報告しています 
 

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 

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        

『地方議員のための政策法務～政策実
現のための条例提案に向けて～』 

1/28、29 に滋賀県大津市にある研修所で研修
に参加しました。地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体はははは、、、、国でいう法
律にあたる『『『『条例条例条例条例』』』』をををを制定制定制定制定できますできますできますできます。。。。条例は
その自治体にだけ有効です。実際に全国の自
治体で多くの条例が制定されています。特色
のある条例もたくさんあります。これらは、
行政側行政側行政側行政側（（（（役所役所役所役所））））のののの提案提案提案提案によるものがによるものがによるものがによるものが圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的で
す（例：品川区みどりの条例、品川区歩行喫
煙および吸い殻・空缶等の投捨ての防止に⇒ 
 

⇒関する条例など）。しかし、多様な住
民の要望に適切に対応した地域づくり 

を実現するためには議員自らが条例を提案し、
立案する政策法務能力が必要です。その条例立
案能力を高めるために講義・演習を受講しまし
た。この研修は希望が多く、昨年に申し込みま
したが抽選にもれて受講できませんでした。 
【【【【講義講義講義講義１１１１】】】】地方議員地方議員地方議員地方議員によるによるによるによる条例立案条例立案条例立案条例立案のののの意義意義意義意義やややや    
政策法務政策法務政策法務政策法務のののの基本的基本的基本的基本的なななな内容内容内容内容のののの説明説明説明説明。。。。    
・条例対象と限界 
・法律と条例との関係 
・都道府県の条例と市 

町村の条例との関係 
 

⇒したものです。まとめるのに苦労しました。 
☆実際に条例を作成したので大変有意義でし

た。品川区での活動に活かしたいと思います。 
《《《《参考参考参考参考：：：：条例制定手続条例制定手続条例制定手続条例制定手続きききき（（（（地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法））））》》》》    
・議会の議決で成立する。 
・条例を立案提出できるのは…、  

①首長（品川区は区長）の立案・提出 
 ②議員の立案・提出＝議員定数の 1/12 以上 
 ③住民の直接請求＝住民の 1/50 以上の署名 
◎品川区品川区品川区品川区のののの議員議員議員議員提案提案提案提案条例条例条例条例はははは、『、『、『、『品川区文化芸品川区文化芸品川区文化芸品川区文化芸
術術術術・・・・ｽﾎｽﾎｽﾎｽﾎﾟ゚゚゚ｰﾂｰﾂｰﾂｰﾂのまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり条例条例条例条例』』』』（平成 19 年制定） 
                のみです。 

【講義講義講義講義２２２２】】】】法務執行法務執行法務執行法務執行のののの技術技術技術技術。。。。条例条例条例条例をををを立案立案立案立案するたするたするたするた
めのめのめのめの技術的技術的技術的技術的ななななポイントポイントポイントポイントのののの説明説明説明説明がありましたがありましたがありましたがありました。。。。 
・条例の制定理由を誰でも客観的に説明できる

か？ 
・権利や自由の制約か、支援や緩和をもたらす

か？ 
・用語や表現の正確性の確保を、など 
【【【【演習演習演習演習】】】】参加者参加者参加者参加者（（（（全員地方議員全員地方議員全員地方議員全員地方議員））））がががが５５５５人人人人ののののｸｸｸｸﾞ゙゙゙    
ﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾟ゚゚゚にににに分分分分かれかれかれかれ実際実際実際実際にににに条例条例条例条例をををを作成作成作成作成しましたしましたしましたしました。。。。私 
のｸﾞﾙｰﾌﾟは『自転車利用安心安全条例』を作 
成。自転車利用の安心安全実現のために行政・ 
住民・住民団体・事業者等の責務を明らかに⇒ 

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    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

№125 2010 年 2 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！！！！！！！！ 

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！！！！ 

 
今週の書架 

☆『散歩の達人３月号 あったか商店街特集  
戸越銀座・中延・武蔵小山』 

（交通新聞社 580 円） 
「最近の商店街は、元気がないといわれる。
しかし、このｴﾘｱは、頑張っている老舗やﾆｭｰｶ
ﾏｰが街を盛り上げている。東京一の商店街とい
っても過言ではない」と魅力を再発見。戸越銀
座は、約 400 店舗。新ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「戸越銀座ｺﾛｯｹ」
が人気。中延は、「ねぶた祭り」「ｼﾞｬｽﾞ 
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」で盛り上がります。武 
蔵小山は、ﾎﾟｲﾝﾄｻｰﾋﾞｽの会員が 25 
万人！商店街復活のﾋﾝﾄがたくさん。 

 

◎2525 億 5449 万円 
（歳出の 18.1％） 

☆小中学校教育、図書館運営などです。 
・耐震補強費－鈴ヶ森小学校◎◎◎◎2222 億億億億 2050205020502050 万円万円万円万円 
・特別教室冷房化－10 校    ◎◎◎◎9280928092809280 万円万円万円万円 
・小中一貫校推進経費－３校の工事費等。 

①①①①荏原平塚学園荏原平塚学園荏原平塚学園荏原平塚学園…22年開校、平塚小と荏原
平塚中、②②②②品川地区品川地区品川地区品川地区…23 年開校、品川小と
城南中、③③③③荏原東地区荏原東地区荏原東地区荏原東地区…25 年開校、杜松（と
しょう）小・大間窪小と荏原第三中・荏原
第四中。       ◎◎◎◎99999999 億億億億 5087508750875087 万円万円万円万円    

・第一日野小 校庭芝生化経費等 
◎◎◎◎1111 億億億億 557557557557 万円万円万円万円    

・第三日野小 校庭人工芝化経費等 
            ◎◎◎◎４４４４億億億億21220212202122021220万円万円万円万円    
・就学前教育の推進－区内全公私立保育園・

幼稚園での事業。保護者向けに教育・保育
内容の周知、保護者向け研修実施、こども
アートフェスタ開催（作品展）、外部専門
講師派遣（区立保育園で造形・音楽・運動
を行う）等         ◎◎◎◎3152315231523152 万円万円万円万円    

・全国学力・学習状況調査の全校実施－文科
省が抽出調査に変更するので、抽出対象外
の学校分を区が負担し全小中学校で実施。 

               ◎◎◎◎400400400400 万円万円万円万円    
・義務教育施設整備基金積立基金－今後の学

校改築、小中一貫校整備のために積み立て
ます。         ◎◎◎◎15151515 億億億億 763763763763 万円万円万円万円    

 

・スクールカウンセラーの相談体充実 
－14 名のうち大規模校勤務の 
４名の勤務日数増加 ◎◎◎◎4111411141114111 万円万円万円万円 

・品川区区固有教員の配置・選考 
－区立小中学校教員の給与は、東京都の
負担ですが、品川区で独自に採用した教
員（10 人分）の給与は区が負担します。   

◎◎◎◎6730673067306730 万円万円万円万円    
・すまいるｽｸｰﾙ運営費－38 校。職員給与（41

人、３億 6672 万円）、運営委託費（６億
640 万円）等     ◎◎◎◎11111111 億億億億 6211621162116211 万円万円万円万円    

・特別支援学級経費－介助員委託費（１億
7155 万円）、移動経費（5487 万円） 

◎◎◎◎２２２２億億億億3921392139213921万円万円万円万円    
・就学援助費－学校給食費（小学校 3027 人

１億5754万円、中学校1501人9126万円）、
学用品給与費、卒業アルバム費（小中で
1016 人、１億 685 万円）、一貫校標準服費
（167 人 334 万円）等 ◎◎◎◎４４４４億億億億 5067506750675067 万円万円万円万円 

・保健運営費－校医等報酬（小学校 203 人
１億 31 万円、中学校 82 人 4047 万円）、
新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策（ﾏｽｸ等配備、274 万円）
等          ◎◎◎◎２２２２億億億億 1954195419541954 万円万円万円万円    

・区立幼稚園運営費－６園 定員 372 名。
職員給与費（29 人１億 9314 万円）、預か
り保育（3087 万円）等 ◎◎◎◎３３３３億億億億 1279127912791279 万円万円万円万円    

・・・・通学安全監視等委託       ◎◎◎◎5121512151215121 万円万円万円万円 
・給食調理機器等整備－－－－牛乳保冷庫（浜川

小、鈴ヶ森中、各 81万円）等◎◎◎◎1164116411641164 万円万円万円万円    
・日光林間学園運営費  ◎◎◎◎１１１１億億億億 7895789578957895 万円万円万円万円    
・ﾏｲｽｸｰﾙ八潮運営費－不登校児童生徒相

談、教育相 
 談員 11 人等 

◎◎◎◎6091609160916091 万円万円万円万円        

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相武さんは、
昨年「歩行者の気持ちで運転し
ています」と安全運転をｱﾋﾟｰﾙ。
小さな事故でも芸能人はﾆｭｰｽ
になってしまいますが、私も事
故の無いように気を付けます! 
 

    教育費 

123 号から 22 年度予算案の概要説明をしていま
す。歳出歳出歳出歳出はははは、、、、1391 億円。。。。区民一人当たり約 40
万円。歳入の 27.3％を占める特別区民税特別区民税特別区民税特別区民税はははは、、、、
379.5 億円でででで区民一人当たり負担額は年間約 11
万円。負担に応じた事業が行われているでしょう
か？ 今号は、教育費です。 

お詫び：123 号『しながわｸｲｽﾞ』。1944 年まで

存在の京急鈴京急鈴京急鈴京急鈴ヶヶヶヶ森駅森駅森駅森駅はははは、、、、現在現在現在現在のののの鈴鈴鈴鈴ヶヶヶヶ森交差点森交差点森交差点森交差点

付近付近付近付近にありましたにありましたにありましたにありました。当時、実際に利用されて

いた方(!)にご指摘頂きました。お詫びして

訂正いたします。申し訳ありませんでした。 


