
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 
☆『区政報告』をお知り合いにお渡し下さい。 

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！ 
 ☆初心を忘れずにガンバります！ 
  
 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        

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

「鉄ちゃん」ならｶﾝﾀﾝ？？ 
鉄ちゃん（鉄道ファンの別称）の間で有

名なのが『豪華鉄道三段重ね』。これは３つ
の線路が交差していること。絶好の鑑賞ポ
イントは、東急大井町線下神明駅の戸越公
園駅寄りのホーム。ここから見ることが出
来ます！「三段重ね」の 
真ん中は、大井町線大井町線大井町線大井町線です。 

さてさてさてさて、、、、①①①①一番上一番上一番上一番上のののの路線路線路線路線、、、、    
②②②②一番下一番下一番下一番下のののの路線路線路線路線はははは、、、、それそれそれそれ    
ぞれぞれぞれぞれ何何何何線線線線でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？    
 
参考:『しながわ丸かじり 
   ツアー』（品川区発行） 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

 ちょっとした話ながわ 

◇◇子ども手当◇◇ 
 平成 22 年度に新設の『子ども手当』（中学 3
年終了まで１人につき月額 13000 円）は、４、
５月分が 6/10 に支給されます（申請時期に
より振り込み時期は異なります）。また、これ
とは別に、平成 21 年度２、３月分の『児童手
当』も６月に支給されます。 
▽子ども手当て給付金:予算額 42億 7440 万円 

 ◎おおおお問合問合問合問合せせせせ：：：：子育子育子育子育てててて支援課児童手支援課児童手支援課児童手支援課児童手
当係当係当係当係        ℡ ５７４２－６７２１ 

      ☆この手当のあり方は、来年度
に向けて大きな課題です。 

◇◇運動会の予定◇◇ 
≪≪≪≪小学校≫≫≫≫        ≪≪≪≪小中一貫≫≫≫≫ 
鮫浜  6/5（土）  伊藤学園 5/29（土） 
鈴ヶ森 5/29(土)   八潮学園 6/5（土） 
≪≪≪≪中学校≫≫≫≫    
浜川  5/29（土）  鈴ヶ森  6/5（土） 
東海  6/12（土） 

☆詳細は、各学校にお問合せ下さい。 
◎◎◎◎２学期実施    
城南小学校   10/10 
城南第二小学校 10/9 
浜川小学校   10/9 
立会小学校    9/26 
大井第一小学校 10/9 

毎年、GW 明けにＪＲ大森駅前などで周辺の品
川区と大田区の商店街などが開催する『夢フェ
ア』。今年は、運営が大田区中心なので「大森・
大井」と、「大森」が先に出ています。第 11 回
（５/8・9）の今年に初登場の「世界のﾌｰﾄﾞｺｰ
ﾄ展」は、中国、ｲﾝﾄﾞ、その他、珍しいお国自慢
料理を堪能できました。駅前のｽﾃｰｼﾞでは、大道
芸、大井権現太鼓、鈴ヶ森小学校の鼓笛ｸﾗﾌﾞ
（写真）、大森ﾍﾞﾙﾎﾟｰﾄ会場では、ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽや様々 

な演奏が行なわれ、坂下公園では、ﾎﾟﾆｰとの
ふれあいも。また、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰも実施。幸い晴
天にも恵まれて、様々な催しが開かれ、多くの
来場者でにぎわっていました。 
☆区境の地域は、この大森駅、武蔵小山駅、目
黒駅周辺等、放置自転 
車や様々な問題が生じ 
ていますが、逆にこの 
ｲﾍﾞﾝﾄのように近隣区 
が協力することで相 
乗効果が生じ、盛り 
上がったｲﾍﾞﾝﾄになり 
ます。今後も期待です。 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

№134 2010 年 5 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！！！！ 
クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：①①①①新幹線新幹線新幹線新幹線、、、、②②②②横須賀横須賀横須賀横須賀
線線線線（（（（成田成田成田成田ｴｸｽﾌｴｸｽﾌｴｸｽﾌｴｸｽﾌﾟ゚゚゚ﾚｽﾚｽﾚｽﾚｽもももも））））。これに真真真真んんんん中中中中
のののの大井町線大井町線大井町線大井町線で『豪華鉄道三段重ね』
です。同時に３つの電車が通るの
は、何時何分か？ 私にはわかりま
せんが鉄ちゃんならきっと…（笑） 

 
今週の書架 

☆☆☆☆『『『『47474747 都道府県都道府県都道府県都道府県    これこれこれこれマジマジマジマジ!?!?!?!?    条例集条例集条例集条例集』』』』    
（（（（長嶺超輝長嶺超輝長嶺超輝長嶺超輝    幻冬舎新書幻冬舎新書幻冬舎新書幻冬舎新書    780780780780 円円円円））））    

地方自治体は、法律（国が制定）の範囲内で
地方議会の議決によって条例を制定すること
ができます。地方独自のﾙｰﾙといえます。本書
では、変わった条例を紹介しています。「りん
ごまるかじり条例」（青森県板柳町）、「お父さ
んお帰りなさいﾊﾟｰﾃｨｰ実行委員会負担金交
付要綱」（八王子市）、「豪邸条例」（神 
戸市、ﾏﾝｼｮﾝ乱立を防止）、「ﾊﾌﾞ対策条 
例」（沖縄県那覇市、毒ﾍﾋﾞ対策）等。 

◇◇◇◇133133133133 号号号号ではではではでは、、、、土木関係土木関係土木関係土木関係のごのごのごのご要望要望要望要望とととと区区区区のののの対応対応対応対応
をををを中心中心中心中心ににににごごごご報告報告報告報告いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。今号今号今号今号ではではではでは、、、、そそそそ
のののの他他他他のごのごのごのご要望要望要望要望（（（（◎◎◎◎））））とととと区区区区のののの対応対応対応対応等等等等（（（（⇒⇒⇒⇒））））のののの一一一一
部部部部をごをごをごをご報告報告報告報告いたしますいたしますいたしますいたします。。。。☆☆☆☆はははは、、、、私私私私ののののコメントコメントコメントコメント。 
☆実現できなかったご要望は、今 
 後も区に働きかけて参ります。 
◎保育園の待機児対策が拙速で在園 

児等に様々な問題が生じている。 
⇒保護者の方々のご意見を聞きな 

がら事業を進めていく。 
☆区は、十分な説明をし、ご理 
 解を得て不安の無いように事 

業を進めるべきです。 
 ▽緊急待機児対策予算緊急待機児対策予算緊急待機児対策予算緊急待機児対策予算総総総総額額額額 15151515億億億億 1700170017001700万円万円万円万円    
◎すまいるスクールは、19 時まで延長を。 
⇒『多大な予算を投入している。18 時以降は、

家庭や地域で子どもを見守ってほしい。延
長するつもりは無い』（区長） 

 ☆延長した場合、いくら予算が必要か等、
を含めて今後も研究いたします。 

 ▽すまいるすまいるすまいるすまいるｽｸｰﾙｽｸｰﾙｽｸｰﾙｽｸｰﾙ運営費運営費運営費運営費    11111111 億億億億 6211621162116211 万円万円万円万円 
◎京急立会川駅前のゆうちょ銀行の ATM が

撤去されたので設置してほしい。 
⇒京浜急行からの連絡：「4/19 から工事をし

て、６月上旬に竣工予定です」 
 ☆設置されます。もう少しお待ち下さい。 
◎JR 大森駅前路上喫煙を注意する指導員を 
⇒路上喫煙防止指導員は、常時配置する駅が

決まっている（大井町駅等。大森駅は対象
外）。予算との関係があり、検討する。 
▽歩行喫煙防止推進経費歩行喫煙防止推進経費歩行喫煙防止推進経費歩行喫煙防止推進経費    １１１１億億億億 125125125125 万円万円万円万円 

◎JR 大井町駅東口前の喫煙所の煙が歩行者
にとって辛いので位置を変えてほしい。 

⇒担当部長が調査に行き、位置をずらした。 

◎浜川ポンプ場（東大井２丁目）の裏に夜、 
様々な人が集まって近隣は迷惑している 
☆区、大井警察署、近隣交番・中学校等

に対応を要望しました。関係機関でパ
トロールの強化等、対処をしています。 

◎鮫洲運動公園に AED を設置してほしい。 
⇒今年の全面改修に合わせて設置する。 
 ▽鮫洲運動公園改修工事費鮫洲運動公園改修工事費鮫洲運動公園改修工事費鮫洲運動公園改修工事費４４４４億億億億２２２２千千千千万円万円万円万円    
◎鈴ヶ森公園（南大井４丁目）に桜の木が

ないので植えて欲しい。⇒来年２月に植
樹する予定（10～15 万円）で進めている。 

◎きゅりあん裏交差点（東大井５丁目、三
菱鉛筆（株）前）の信号に盲人用音声を。 

⇒近隣に関連施設があれば設置したりする
が、現状では難しい。警視庁（東京都）
の事業なので要望を伝える。 

◎旧東海道と競馬場通りの交差点 
（南大井１丁目）の歩行者用信号 

が見えにくいので改善を。 
⇒区から大井警察署に伝え、「昭和 

40 年代設置で老朽化している。取 
替えを本部に要請する」との回答でした。 

◎青物横丁駅前の歩道橋にスロープかエレ 
ベーターを設置してほしい。 

⇒国（国交省）の事業なので要望を伝える。 
 ☆実現は、厳しい状況ですが、高齢の方

や障害を持った方には、とても利用し
にくい歩道橋です。どのようにすれば
改善できるか、今後も研究いたします。 

◎大井町駅そばの陸橋下（品川郵便局付近）
は、自転車等の飛び出しがあり、危険。 

⇒車の運転者に注意を喚 【【【【↓↓↓↓ココココココココとととと反対側反対側反対側反対側のののの 
 起する看板（矢印）を  ２２２２ヶヶヶヶ所所所所にににに設置設置設置設置】】】】 
 設置した。また、構造 

上危険なので、今後安 
全確保の方策（横断歩 
道の位置変更等を含め） 
を都や警察と相談して 
改善する方向である。 
 


