
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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    

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 橋しんじプロフィール     

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
プレミアム商品券,4/20 発売開始！ 
 区内郵便局などで 1 枚 500 円の商品券

22 枚綴り（1 万１千円分）を 1 冊１万円で３万
冊販売します。お１人 10 口（10 万円）ま
で購入できます。商品券は、8/31 まで利用
可能。☆地域振興のためにもぜひ、ご購入
を！ さて、この商品券には「龍馬」のイ
ラストと「あるセリフ」が描かれています。
そのセリフとは…？？  

①まっことようきたねゃ、品川！！ 
②ゆっくりしていっとうせ、品川！！ 
③品川を今一度せんたく申し候！！ 
④品川をどげんかせんといかん！！ 
⑤元気にいくぜよ、品川！！ 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

☆国の政策についてご報告します。 
≪教育・子育て≫ 
◎高校無償化    ☆予算額：3933 億円 
 ・公立校は授業料を徴収しない 
 ・私立校生は世帯所得に応じて年額 

約 12 万～24 万の就学支援金支給  
◎子ども手当創設  
 ・中学卒業まで子ども１人当たり月 

額１万３千円。４,５月分は６月に、 
10 月と来年２月は、前月分までの４ヵ月分
を支給されます。☆予算額：１兆 4722 億円 

※区はご案内を４月中旬から送付しています 
≪税≫ 
◎減税：自動車重量税の暫定税率廃止 
 ・自家用自動車 0.5 ㌧当たり 6300⇒5000 円 
●増税：所得税などの扶養控除一部廃止 
≪医療・年金≫ 
◎診療報酬改訂 
 ・薬価含む総額 0.19％アップ（10 年ぶり） 
 ・再診料：診療所と病院を 690 円で統一 
 ・医療機関で全患者に治療内容・薬の単価等

を明記した診療明細書を発行 
●中小企業向け全国健康保険協会（協会けんぽ）

保険料アップ 8.20⇒9.34％（全国平均） 
●国民年金保険料引上げ 

 ・月額 440 円アップし 15100 円に 

≪労働≫ 
◎雇用保険の加入要件緩和 

 ・雇用見込期間：６ヶ月以上⇒31 日以上 
 ・保険料率（労使折半）：0.8⇒1.2％ 

◎改正労働基準法施行 
 ・月 60 時間を超える時間外労働に対する割

増賃金率 25⇒50％以上（中小企業は当
分、適用除外） 

≪料金≫ 
◎電気・ガス料金値下げ 

 ・標準的家庭：東京電力 67 円、東京ガス 
  79 円（月額） 

◎輸入小麦値下げ 
 ・政府が民間への売り渡し価格を５％引き

下げ。パン・麺類等の価格に影響も 
●首都高、平日昼間は値上げ 
 ・ETC 割引終了。普通車 700 円に 
●国際線燃油特別付加運賃（燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ） 
 値上げ ・日本発：片道 200 円（韓国）～

3500 円（ブラジル）引上げ 
≪制度≫ 
◎家電のｴｺﾎﾟｲﾝﾄの省エネ基準強化 
 ・発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ（LED）電球への交換優遇 
 ・ｴｱｺﾝなども対象にした購入期限延長 
◎改正保険法 
 ・契約者保護強化。約款を平易な文言にな

ど約 100 年ぶりの改正 
◎コメ農家への個別所得補償制度 
 ・各地農政事務所で申請受付 
≪企業≫ 
◎第一生命保険上場 
 ・NTT ﾄﾞｺﾓ以来の大型上場 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

№132 2010 年 4 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 

☆☆☆☆『『『『ありがとうのありがとうのありがとうのありがとうの伝伝伝伝えかたえかたえかたえかた』』』』    
（（（（YUZUKOYUZUKOYUZUKOYUZUKO        ﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾞ゙゙゙ｨｱﾌｧｸﾄﾘｰｨｱﾌｧｸﾄﾘｰｨｱﾌｧｸﾄﾘｰｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ    1100110011001100 円円円円））））    

お礼や感謝の気持ち、「ありがとう」を伝
えるｱｲﾃﾞｱが書かれています。受けとった
方が微笑むようなお礼の『ふせん』やメモへ
のちょっとしたｱｲﾃﾞｱや、ﾊｶﾞｷへの一言やｲﾗ
ｽﾄ（簡単な絵）の例がたくさん。実物も掲
載されているので参考になります。 
ほんのちょっとの工夫でお互いに 
「和む」ことができるものですね。 
優しい気持ちになれました。 

 

クイズの答え：⑤ 龍馬と浜川砲台の
イラストが描かれています。ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分の
３千万円は区が補助しています。昨年
は、初日に全体の３割（9 千万円）が
販売されたそうです。お問合せは、品品品品
川区商店街連合会川区商店街連合会川区商店街連合会川区商店街連合会 5498549854985498----5931593159315931 へどうぞ 

した。 
10 日 ぷりすくーる西五反田の入園 

式。この施設は、公設民営（５年前に区が設立
し、NPO 法人が運営（民営））の幼保一体施設 
です。０～５歳の 46 人（0 歳 12 人、３歳 20 人
他）が入園しました。０歳児もﾏﾏの膝の上で参
加し、笑顔で年長児の歌♪～を聞いていました。 
☆このこのこのこの子子子子どもどもどもども達達達達ののののためにしっかりためにしっかりためにしっかりためにしっかり働働働働きますきますきますきます!!!!!!!!    
《平成 22 年度 新入生》 平成 22年 4/1現在 
☆小学校 38 校 新１年生合計 2166 人 
   ※入学者数/学級数 

・大井第一 124/4 ・山中      51/2 
・鮫浜    17/1 ・立会     107/3 
・浜川    41/2 ・原（伊藤学園）  112/3 
・鈴ヶ森    81/3 ・城南      48/2 
・城南第二 104/3 ・八潮学園    73/2 

☆中学校 16 校 新入生（7 年生）合計 1490 人 
・東海      81/3 
・城南      73/2 
・浜川      67/2 
・伊藤学園   182/5 
・鈴ヶ森     109/3 
・八潮学園    79/3 

☆特別支援学級在籍児童生徒数 （ ）は通級 
 ・小学校 91（81）人 ・中学校 55（32）人 

◇平成 21 年５/1 現在の
区 立 小 学 校 ６ 年 生 は 、
1936 人でした。転居等
があり、単純には、言え
ませんが、1936－1490＝
446で約 400 人（約 20％）
が区立中学以外（私立中
学・都立中高一貫校など）
へ進学したことになりま
す。昨年度も約 20％です。     

４月は入学式の
季節です。桜が満
開の中、区内の幼
稚園、小中学校で
入学式が行なわれ
ました。６日は小
学校、７日は中学
校、８日は、幼稚
園。希望に満ち溢 

【4/84/84/84/8    浜川幼稚園浜川幼稚園浜川幼稚園浜川幼稚園】  れた子ども達が校
門をくぐり、新しい生活を迎えます。環境が変
わり、慣れるまでには時間がかかることでしょ
う。しばらくは緊張の連続だと思いますが、頑
張ってほしいものです。式典には、各学校等へ
来賓として出席させていただきました。卒業式
とは少し違った子ども達の柔らかな表情、保護
者の方々の笑顔が素晴らしかったです。 
 ６６６６日日日日 鈴ヶ森小学校。81 人（男子 40、女子
41 で３ｸﾗｽ）が入学。昨年は、64 人で２ｸﾗｽで
した。今年赴任された校長先生が「小学校は、
勉強するところ」と強調されていたのが印象的
でした。２年生が元気に歌や演奏で迎えまし
た。ちなみに今年度は、耐震改修工事、創立 60
周年記念行事（23 年３月）が予定されています。 
 ７７７７日日日日 鈴ヶ森中学校。110 人（男子 54、女子
56 で３ｸﾗｽ）。昨年は、83 人の２ｸﾗｽ。小学校と
は少し異なり、厳粛な雰囲気の中での式典。そ
の中で一人一人呼名され元気に返事をしてい
ました。大きめの制服が新入生らしいですね。 

８８８８日日日日    浜川幼稚園。。。。31 人の入園児（ぱんだ
組（年少）29、ぞう組（年長）２）です。後ろ
に参列しているﾊﾟﾊﾟﾏﾏを振り返りながらの入
園式は、微笑ましいばかりでした。ぞう組（年
長）のみんなが上手に歌でお迎え、１年でこれ
だけ成長すると改めて実感させていただきま


