
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

2010201020102010 年年年年４４４４月月月月    

 
 

No.129    

    
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 

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        

土木費 

3 月は、卒業のシーズンでした。 
区内各幼稚園・小中学校で卒園 
式・卒業式がありました。 
3/18 浜川幼稚園浜川幼稚園浜川幼稚園浜川幼稚園  32 名卒園 
3/19 鈴鈴鈴鈴ヶヶヶヶ森中学校森中学校森中学校森中学校 109 名卒業 
3/20 ぷりすくぷりすくぷりすくぷりすくーーーーるるるる西五反田西五反田西五反田西五反田 
   （幼保一体施設）22 名修了 
3/24 鈴鈴鈴鈴ヶヶヶヶ森小学校森小学校森小学校森小学校     92 名卒業 

以上の式典に出席させて頂きました。 
鈴ヶ森小では、担任の先生に内緒で児童達が

『仰げば尊し』を歌う
というというｻﾌﾟﾗｲｽﾞ
もありました。各式典
ともにとても感動的
でした。元気に歌を歌
う子どもたちの姿は
とても素晴らしかっ
たです。ご卒業おめで 

《鈴ヶ森中学校で》 とうございます！！   

 

今号は土木費と教育費です。次号は私の質問を 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：他議員他議員他議員他議員のののの質問質問質問質問    Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：区側区側区側区側のののの答弁答弁答弁答弁    
◎◎◎◎：：：：予算額予算額予算額予算額                ☆☆☆☆：：：：私私私私のののの考考考考ええええ    

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：水神公園水神公園水神公園水神公園のののの入入入入りりりり口口口口にににに段差段差段差段差がありがありがありがあり危険危険危険危険。。。。    
Ａ：桜が多くその根が段差をつくる。巡回し

てチェックしている。☆細心の注意を。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：区営住宅区営住宅区営住宅区営住宅のののの使用料使用料使用料使用料滞納件数滞納件数滞納件数滞納件数とととと金額金額金額金額はははは。。。。    
Ａ：区民住宅と合わせ約 1700 万円。18 世帯で

約 250 ヶ月分。☆一層の徴収努力を 
◎◎◎◎滞納使用料納付促進委託滞納使用料納付促進委託滞納使用料納付促進委託滞納使用料納付促進委託    193193193193 万円万円万円万円    

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：LEDLEDLEDLED・・・・青色防犯灯試験設置青色防犯灯試験設置青色防犯灯試験設置青色防犯灯試験設置            ◎◎◎◎10101010 万円万円万円万円    
Ａ:青色防犯灯は、今後、ひったくりや痴漢の

多い場所に順次設置していく予定。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：閉庁時道路点検閉庁時道路点検閉庁時道路点検閉庁時道路点検とはとはとはとは。。。。                ◎◎◎◎820820820820 万円万円万円万円    
Ａ:区役所の閉庁時（土日祝）に道路陥没事故、

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ破損等への即時対応をするために
業者に委託して点検・修理等を行う。 
 ☆365 日の安心安全体制なので期待します 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：駅前駐輪場精算機駅前駐輪場精算機駅前駐輪場精算機駅前駐輪場精算機にににに電子電子電子電子ﾏﾈｰﾏﾈｰﾏﾈｰﾏﾈｰ利用利用利用利用をををを。。。。    
Ａ:電子ﾏﾈｰは、ｶｰﾄﾞ会社に３％の手数料を支

払う必要があるので難しい。また 
現在、区内画一的に 150 円（１ 

  日利用）だが、23232323 年度年度年度年度にににに弾力弾力弾力弾力    
的運用的運用的運用的運用のののの検討検討検討検討をしたい。 

  ◎◎◎◎有料自転車駐車場運営費有料自転車駐車場運営費有料自転車駐車場運営費有料自転車駐車場運営費    
26262626 ヵヵヵヵ所所所所    ２２２２億億億億 4452445244524452 万円万円万円万円    

  

住宅、公園、道路等⇒約

184 億円（歳出の 13.2％） 

 

第 17 回さくらまつり開催! 
☆４月 11 日（日） 午前 10 時～午後２時 
☆みなみ児童遊園 にて   ※小雨決行 

（南大井文化ｾﾝﾀｰ隣、南大井 1－12） 
◇バザー：午前 10：30～ 
◇模擬店：たこ焼き、焼きそば、おでん、 
     わたｱﾒ、かき氷、他たくさん。 
◇くじ引き：商品券・お米が当たります 

     主催主催主催主催：大井第一町会連合会 
     共催共催共催共催：青少年対策大井第一地

区委員会 
     ☆当日は、私もお手伝いします 

◇◇平成 22 年度予算可決！◇◇ 
3/5 から区議会予算委員会で審議してきま

した予算案が 3/263/263/263/26 にににに本会議本会議本会議本会議においてにおいてにおいてにおいて賛成多賛成多賛成多賛成多
数数数数でででで可決可決可決可決されました。 

4/1 よりこの予算が執行されます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
    龍馬像の履物って？？ 
  右下の像は、有名な高知市桂浜の坂本
龍馬像。太平洋を眺め、本物そっくりと言
われています。像の高さが 5.3ｍ、台座を
含めると 13.5ｍのとても 
雄大なもの（昭和３年建 
立）。さて、この龍馬像の 
履物は、次のうちどれ？ 
☆立会川立会川立会川立会川のののの龍馬像龍馬像龍馬像龍馬像もももも同同同同じじじじ    

ものをものをものをものを履履履履いてますいてますいてますいてます♪♪♪♪～～～～    
①ぞうり ②下駄 
③ブーツ ④裸足 

（正解は左下） 
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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！！！！ 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：区内区内区内区内のののの小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校（（（（３３３３校校校校））））ではではではでは、、、、①①①①小学小学小学小学
生生生生５５５５年生年生年生年生からからからから中学校中学校中学校中学校のようなのようなのようなのような定期定期定期定期ﾃｽﾄﾃｽﾄﾃｽﾄﾃｽﾄをををを
実施実施実施実施しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞くがくがくがくが。。。。②②②②日野学園日野学園日野学園日野学園ではではではでは、、、、
８８８８年生年生年生年生（（（（中学中学中学中学２２２２年生年生年生年生））））がががが８８８８月月月月にににに３３３３泊泊泊泊４４４４日日日日
でででで勉強合宿勉強合宿勉強合宿勉強合宿があるとがあるとがあるとがあると聞聞聞聞くがくがくがくが。。。。    

Ａ：①５・６年生が国語・算数で実施。小学
生から先行的に実施して学力の定着を図
る目的。②学校行事等は、最終的に校長
が決める。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：区内区内区内区内のののの不登校児童生徒数不登校児童生徒数不登校児童生徒数不登校児童生徒数はははは？？？？    
Ａ：平成 20 年度、小学生は、44 人 
  （全小学生の 0.3％）、中学生 
  は、131 人（同 2.9％）で７年 

生から８年生の夏休みまでが多 
い。☆初期の対応が重要です。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：学校選択制学校選択制学校選択制学校選択制のののの希望申請数希望申請数希望申請数希望申請数についてについてについてについて。。。。    
Ａ：小学１年生は、703 人で新入学 

者の 30％。抽選は、３校（繰り 
上げなしで希望者が入学できな 
かったのは、伊藤学園・第二延山小）。 
中学 1 年生は、609 人で同 29.8％で、抽
選が３校（同様に伊藤学園）。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：城南小学校城南小学校城南小学校城南小学校のののの新新新新たにたにたにたに取得取得取得取得したしたしたした校地校地校地校地についについについについ                
        てててて。。。。    
Ａ：学校用地として起債して取得した。園庭

やすまいるスクール等学校で利用する。
防犯上、壁を整備する。☆早急に対応を。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：区内区内区内区内児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの携帯電話所持率携帯電話所持率携帯電話所持率携帯電話所持率はははは？？？？    
Ａ：小１＝９％、小２＝13％、小６＝42％で 
  平均 27％。中１＝67％、中２＝71％、中

３＝78％で平均 70％。女子が約 10％高い 

教育費 
  ほぼ毎日使用するのは、小小小小６６６６    
        でででで 20202020％、％、％、％、中中中中３３３３でででで 44444444％。％。％。％。区と 
   しては持たせない方針。保護者 

・地域を啓発するためにﾊﾟﾝﾌ 
ﾚｯﾄを作成した。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：空港周辺環境整備事業空港周辺環境整備事業空港周辺環境整備事業空港周辺環境整備事業とはとはとはとは？？？？    ◎◎◎◎138138138138 万円万円万円万円    
Ａ：財団法人空港環境整備協会から羽田空港

周辺の鈴ヶ森小・浜川小・鮫浜小・立会
小・鈴ヶ森中・浜川中の５校のうち数校
に毎年寄付が来ていた。22 年度は、備品
整備の助成として浜川小・鮫浜小へ。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：耐震補強補助金耐震補強補助金耐震補強補助金耐震補強補助金。。。。国国国国のののの基準基準基準基準がががが変変変変わりわりわりわりＩＳＩＳＩＳＩＳ
値値値値によってはによってはによってはによっては国国国国からからからから補助金補助金補助金補助金がががが来来来来なくなるなくなるなくなるなくなる
のではのではのではのでは。。。。    

◎◎◎◎校舎等耐震化経費校舎等耐震化経費校舎等耐震化経費校舎等耐震化経費    ２２２２億億億億 2050205020502050 万円万円万円万円 
Ａ：鈴ヶ森小は、その可能性があるが、国か

ら来なくても区の費用で工事を実施する 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校ではではではでは５５５５年生年生年生年生からからからからｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙にににに入部出入部出入部出入部出

来来来来るがるがるがるが公式試合公式試合公式試合公式試合がないことにがないことにがないことにがないことについてついてついてついて。。。。    
Ａ：入部者/５、６年生数。日野学園 76/96。

伊藤学園 102/162。八潮学園 63/153。ﾐﾆﾊﾞ
ｽｹｯﾄは実施している。ﾊﾞﾚｰは、5，6 年生
がﾌﾚｯｼｭ大会に参加できることにした。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ派遣費派遣費派遣費派遣費についてについてについてについて。。。。    ◎◎◎◎4111411141114111 万円万円万円万円    
Ａ：22 年度拡充校は、伊藤学園・日野学園・

城南第二小・鈴ヶ森小である。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：借地借地借地借地をしているをしているをしているをしている学校学校学校学校があるががあるががあるががあるが。。。。22222222 年度年度年度年度はははは？？？？    
Ａ：城南小（寺院から土地取得）、鮫浜小（京

浜急行が高架下の固定資産税免除になっ
たため）の２校で昨年度までの借地料が
不要になる 。 ◎◎◎◎借地料借地料借地料借地料    1289128912891289 万円万円万円万円    

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度のののの区立学校教員区立学校教員区立学校教員区立学校教員のののの    
休職等休職等休職等休職等についてについてについてについて。。。。    

Ａ:病気休職 14 名、病気休暇 
  19 名。 

 

 小中学校教育、図書館運営など  

⇒約 253 億円（歳出の 18.1％） 

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：③③③③ブーツブーツブーツブーツですですですです。。。。京急立
会川駅そばの公園にある龍馬像も同様
にブーツを履いています。なお、その
ブーツと同型のものが、大井町大井町大井町大井町のののの大井大井大井大井
町線高架下町線高架下町線高架下町線高架下のののの商店街商店街商店街商店街のののの靴屋靴屋靴屋靴屋さんでさんでさんでさんで展示展示展示展示
されています。  


