
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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』をお知り合いの方にお渡し下さい。 

高 事 橋しんじ 務所 
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No.137    

    
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    

☆品川区イズ（番外）☆ 
  給食、好きなﾒﾆｭｰは？？ 

区では小中学校で給食を実
施しています（１食、小学
校 240～280 円、中学校 320
円）。あるｱﾝｹｰﾄ調査（全国
の小５と中２の 12000 人）
では、好きなﾒﾆｭｰの 1 位か
ら６位までが小５と中２で
同じでした。好好好好きなきなきなきなﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰのののの
１１１１位位位位からからからから３３３３位位位位までまでまでまではははは？？？？？？？？ 

①パン  ②めん   ③変わりご飯 
④デザート⑤煮物   ⑥カレーライス 

（参考：読売新聞 22/5/26） 
▽▽▽▽学校給食費学校給食費学校給食費学校給食費（（（（職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費、、、、運営費運営費運営費運営費、、、、調理調理調理調理

機器整備費機器整備費機器整備費機器整備費などなどなどなど））））            17171717 億億億億 2430243024302430 万円万円万円万円    
 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

◇パパの『1 日保育士』体験 人気◇ 
区では、保育の現場を保護者に知ってもらおう
と４月から公立保育園で「1 日保育士」を実施。
昼食配膳手伝昼食配膳手伝昼食配膳手伝昼食配膳手伝いいいい、、、、昼寝後昼寝後昼寝後昼寝後のののの布団片付布団片付布団片付布団片付けけけけ、、、、絵本読絵本読絵本読絵本読
みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ等等等等のプログラムが好評。南大井保育園
（園児数 150 人）で体験した 30 代男性会社員
（有給を取って参加）は、「家では妻と一緒に 2
人の子育てで手一杯なのにこれだけいると大
変」。昨年度一部の園での試行で約 230 人参加。
好評で今年から予算化して全園で実施。南大井
保育園では、５月だけで 24 人が体験している。 

 （東京新聞 22/5/30、他） 
☆１１１１日日日日保育士体験事業予算額保育士体験事業予算額保育士体験事業予算額保育士体験事業予算額    244244244244 万円万円万円万円 

◇大麻栽培の疑い 無職男を逮捕へ◇ 
 大井署は、覚醒剤を使用し、自宅で大麻を
栽培していた疑いが強まったとして、５月 25
日、無職無職無職無職のののの男男男男（（（（39393939 歳歳歳歳、、、、東大井東大井東大井東大井））））をををを近近近近くくくく逮捕逮捕逮捕逮捕すすすす
るるるる方針方針方針方針をををを固固固固めためためためた。大井署の調べによると、男
の自宅アパートには、大麻が植えられた鉢植
え約 10 鉢の他、生育を促進するために使う蛍
光灯や空気清浄機、ダクトなどがあった。 
 男は、大麻の栽培や覚醒剤使用を認め、覚
醒剤は「イラン人から買った」 
と話しているという。大井署は、 
大麻種子と覚醒剤の入手経路を 

調べる。（産経新聞 22/5/25） 

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        

              ５月 29 日（土） 
             は、区内各学校で 
             運動会（体育祭） 
             が開かれました。 
             私は、鈴ヶ森小、 
             浜川中の運動会
に            に参加させてい   

ただきました。 
【鈴ヶ森小 PTA 参加綱引き】 鈴ヶ森小では、 
 ☆気合が入っています！ 

徒競走や練習を重 
ねた演技が行なわ 
れました。保護者保護者保護者保護者    
のののの方方方方々々々々もももも座座座座りきれりきれりきれりきれ    
ずずずず、、、、立立立立ちちちち見見見見のののの方方方方もももも    
たくさんいらっしたくさんいらっしたくさんいらっしたくさんいらっし    
ゃいましたゃいましたゃいましたゃいました。    【浜川中 応援合戦】 
 浜川中は、大井   ☆元気いっぱい！ 
ふ頭中央海浜公園の陸上競技場で開催。小雨

の中、広い競技場で生徒達が元気な声
を出しながら駆け回っていました。ス
ローガンは、「燃燃燃燃えろえろえろえろ浜中魂浜中魂浜中魂浜中魂！！！！勝利勝利勝利勝利といといといとい
うううう名名名名のののの風風風風をををを起起起起こせこせこせこせ！！！！」でした。 
皆さんお疲れ様でした！ 

  ちょっとした話ながわ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

№137 2010 年 6 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 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

☆ご希望の方に『区政報告』をお届け(郵

送他)いたします。ご連絡ください。 
 

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！！！！ 

 政務調査費収支報告政務調査費収支報告政務調査費収支報告政務調査費収支報告    

◇５/27（木）に区議会の臨時会が開かれまし
た。これから一年間一年間一年間一年間のののの新新新新しいしいしいしい体制体制体制体制がががが決決決決まりままりままりままりま
したしたしたした。議員がどの委員会に所属するかを決
め、その委員会ごとに委員長・副委員長を選
挙して決めました。区議会の座席も決定。ま
た、区議会議長と副議長は留任です。 

 なお定例会は、２月、６月、９月、11 月、 

そして、臨時会は、必要に応じて召集されます。 
 ▽▽▽▽議会議会議会議会費費費費（（（（22222222 年度年度年度年度予算額予算額予算額予算額））））    ７７７７億億億億 7390739073907390 万円万円万円万円    
◇委員会は以下の３つに区分されます。 
  ☆は平成 22 年度の私の所属委員会です。 
【常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会】 区議会議員 38 人全員がどこか

に所属します。 
 ・総務委員会 
 ☆区民委員会 22 年は、ここに所属します。 
 ・厚生委員会 19 年に所属しました。 
 ・建設委員会 20、21 年に所属しました。 
 ・文教委員会 
【議会運営委員議会運営委員議会運営委員議会運営委員会会会会】一部会派から所属します。 
【特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会】各委員会 13 人です。 
 ・行財政改革特別委員会 19～20 年所属 
 ☆環境対策特別委員会  21、22 年所属 

☆政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費は、会派ごとに支給されます。
私の所属する無所属クラブは、議員３人で
構成しています。平成 22 年１月～３月分の
収支内訳を次の通りご報告いたします。政
務調査費は、３ヶ月ごとに支給され、収支
を３ヶ月ごとに区議会議長に報告します。 

 
 ▽政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費（（（（22222222 年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額））））    

8892889288928892 万円万円万円万円    
    

支出支出支出支出のののの一部一部一部一部のごのごのごのご説明説明説明説明    
【【【【調査調査調査調査研究研究研究研究費費費費】】】】    

２月 伊勢市視察 
３月 高知市・安芸市視察 

【【【【研修費研修費研修費研修費】】】】    
1 月 全国市町村議会議員研修会参加 

『地方議員のための政策法務研修』  
 
 

【【【【収入収入収入収入】】】】        

政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費    

（（（（19191919 万円万円万円万円××××３３３３人人人人××××３３３３ヶヶヶヶ月月月月））））    
1,710,0001,710,0001,710,0001,710,000    

【【【【支出支出支出支出】】】】    

調査研究費調査研究費調査研究費調査研究費（（（（調査調査調査調査・・・・視察費視察費視察費視察費・・・・交通費等交通費等交通費等交通費等））））    2,0002,0002,0002,000    

研修費研修費研修費研修費（（（（研修会参加費研修会参加費研修会参加費研修会参加費・・・・交通費等交通費等交通費等交通費等））））    81,65081,65081,65081,650    

会議費会議費会議費会議費（（（（会議開催経費会議開催経費会議開催経費会議開催経費・・・・参加費等参加費等参加費等参加費等））））    0000    

資料費資料費資料費資料費（（（（書籍書籍書籍書籍・・・・新聞新聞新聞新聞・・・・雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・資料購入代等資料購入代等資料購入代等資料購入代等））））    100,823100,823100,823100,823    

広報活動費広報活動費広報活動費広報活動費（（（（広報印刷費広報印刷費広報印刷費広報印刷費・・・・送料送料送料送料・・・・交通費等交通費等交通費等交通費等））））    268,670268,670268,670268,670    

事務費事務費事務費事務費（（（（事務用品機器購入費事務用品機器購入費事務用品機器購入費事務用品機器購入費・・・・HPHPHPHP 維持費等維持費等維持費等維持費等））））    200,242200,242200,242200,242    

人件費人件費人件費人件費（（（（活動補助活動補助活動補助活動補助アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト代等代等代等代等））））    275,000275,000275,000275,000    

合計合計合計合計    928,385928,385928,385928,385    

☆平成 19 年から『区政報告』の中で政務調査
費の項目別支出額の公開をさせていただいて
おります。なお区議会 HP で会派ごとの収支報
告を公開しています。ご覧下さい。 

    

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：1 位ｶﾚｰﾗｲｽ、2 位め
ん、3 位ﾃﾞｻﾞｰﾄ、以下、ﾊﾟﾝ、揚げ物、
ｽｰﾌﾟ・汁物です。ちなみに小５で「煮
物」８位、「変わりご飯」９位、中２
で「煮物」７位、「変わりご飯」10 位
と下位でした。栄養士さんは栄養ﾊﾞﾗﾝ
ｽに苦労しています。新聞記事中の「ど
んないい給食を作っても、保護者の理
解と協力なしでは、子どもたちの食生
活は改善できない」という小学校の校
長のｺﾒﾝﾄが印象的でした。 

 
 

◇市職員のヒゲ禁止◇ 
 群馬県伊勢崎市は、職員の 
「ヒゲ禁止」を庁内 LAN のﾍﾟｰ 
ｼﾞで明文化した。「勤務時間はﾌﾟ 
ﾗｲﾍﾞｰﾄな時間ではなく、全く自 
由な服装をして良い訳ではあり 
ません。髭髭髭髭についてもについてもについてもについても不快不快不快不快にににに思思思思うううう市民市民市民市民もいる
ため禁止します」というもの。職員課による
と現在ヒゲを伸ばしている職員はいないが、
無精ヒゲになった職員に対して苦情が寄せら
れることがあり、個別に指導してきた。 

一方、「全面禁止全面禁止全面禁止全面禁止はははは人格権人格権人格権人格権のののの侵害侵害侵害侵害に当たる
可能性がある」と指摘している弁護士もいる。 

（参考：朝日新聞 22/5/20） 

ズ 


