
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

2010201020102010 年年年年 11111111 月月月月    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

目黒川の水源地は？ 
品川区には、目黒川が流れています。川

沿いには、たくさんの桜の木が植えられて
いて、お花見の季節には大崎周辺でも多くの
花見客で賑わいます。では、その水源は？ 
 
①目黒不動の滝 
②世田谷区の池尻 
③世田谷区の烏山 
④高尾山 
⑤武蔵野市の井の頭 

公園 

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 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    検索 
☆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 
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！ 
『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定２２２２級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 5555 月月月月））））    
 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

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        

 
しがらみのない無所属 

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    

153号から平成21年度決算特別委員会での質
疑をご報告しています。 
Ｑ：他議員の質問      Ａ：区側の答弁 
◎21 年度決算額      ☆ 私のコメント  

        ◎◎◎◎227227227227 億億億億 9752975297529752 万円万円万円万円    
Ｑ：区内駐輪場について。①今後の増設予定 

は。②大井町駅周辺の対策は。③改装される
阪急の駐輪場は。放置が予想されるが。④区
内の鉄道事業者に対する設置の働きかけは。 

Ａ：①稼働率の高い駐輪場から増設を検討す
る。②土地取得が難しいので区は、民間事
業者（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ、ｱﾄﾚ）に整備を要望して
いる状況。③阪急は、408 台分の設置義務
があるので区は、ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧの整備を要請中。
④東急、ＪＲに要望しているが、自転車法
では、鉄道事業者は、駐輪場付置義務がな 
く、努力義務なので粘り強く働きかける。 

◎駅周辺等放置自転車対策費駅周辺等放置自転車対策費駅周辺等放置自転車対策費駅周辺等放置自転車対策費４４４４億億億億 4715471547154715 万円万円万円万円 
☆事業者の協力が不可欠です。区の努力に 

期待します。稼働率の高い大森駅水神口 
駐輪場の増設も引き続き要望していきます 

Ｑ：（仮称）鮫洲入江埋立公園（東大井１丁目）整
備計画について。実施設計予算額 1150 万円 

Ａ：説明会を３回開催。24 時間開放、犬の散
歩の扱いなどの課題を整理していく。 

Ｑ：道路にあるｶｰﾌﾞﾐﾗｰの点検について。 
Ａ：区内 2008 ヵ所を毎日２人×４班で巡回 

している。１ヶ月に１度は、必ず点検する 
ことになる。 

◎◎◎◎安全施設維持管理費安全施設維持管理費安全施設維持管理費安全施設維持管理費                    3242324232423242 億円億円億円億円    
Ｑ：しながわ水族館の老朽化への対応について 
Ａ：来年が 20 周年。25 周年までに聖域を設 

けず水族館の在り方を一から検討する。 
Ｑ：児童遊園の禁煙化・分煙化を 
Ａ：区内公園・児童遊園等 246 ヶ所のうち分

煙可能な 38 ヶ所以外の灰皿を撤去した。 
☆受動喫煙を防ぐ分煙化のさらなる徹底を。 
Ｑ：商店街の電線地中化の経費は、商店街の経

費負担が重いと聞くが、区民に説明を。 
Ａ：全額行政側の負担である。ただし、地面

をｱｽﾌｧﾙﾄから石畳等にｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟする場
合は、地域の負担。丁寧に説明していく。 

◎◎◎◎商店街電線類地中化事業商店街電線類地中化事業商店街電線類地中化事業商店街電線類地中化事業    
（（（（北品川北品川北品川北品川、、、、戸越銀座地区戸越銀座地区戸越銀座地区戸越銀座地区））））７７７７億億億億 9784978497849784 万円万円万円万円    

※このうち区からの歳出は、2965 万円
で残りのほとんどは、国や東京都の補
助金による事業です 

Ｑ：補助 163 号線（一本橋商店街の道
路）工事の進捗状況は。 

Ａ：23 年度末の完成を目指している。完成
の前倒しを業者に働きかけたい。 
◎◎◎◎補助補助補助補助 163163163163 号線整備号線整備号線整備号線整備                ２２２２億億億億 443443443443 万円万円万円万円    

☆歩道が毎日変更になるので安全確保を！ 
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先週のつづき 
大崎付近の桜 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

月・水 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！！！！ 

 

 
 

 
 
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！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

 
ちょっとした話ながわ 

 
区が虐待被害児・ 
DV 被害者らの保護施設開設 
11/1、区は子どもや高齢者の虐
待、配偶者や恋人からの暴力（Ｄ 

Ｖ）の被害者を一時的に保護する施設を独自に
開設。子どもの一時保護は、都の児童相談所の
管轄だが、都内の一時保護所は年間約 1500 人
が入所し常時満員状態なので、都の施設が満員
でも即時受入れするために、民間施設内に区が
独自の施設を５部屋確保することにし 
た。最大で２週間、被害者を保護する。 

（参考：10/31 朝日新聞） 

答答答答ええええ：：：：③③③③    世田谷区三宿の東仲
橋付近で北沢川と烏山川が合流
して目黒川となり南東へ流れ、
天王洲アイル駅付近で東京湾に
注ぐ。特に目黒区中目黒の辺りで
は桜並木があり、花見の時期には
多くの見物客で賑います♪♪～ 

       ◎◎◎◎264264264264 億億億億 2143214321432143 万円万円万円万円    
Ｑ：いわゆるﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｱﾚﾝﾄについて。 
Ａ：保護者は、それぞれの思いが 
 あるが、暴力的脅しに来る方も 

いる。学校で対応しきれないと 
教育委員会に来る。親が子を育てる親にな 
りきれていない。「親育ち事業」で指導して 
いくことが必要と考える。 

Ｑ：いじめは、ｻｲﾝがあるはず。発見のために教 
育委員会は、学校にどう指導しているか。 

Ａ：先日、とても痛ましい事件があったので 
（注：10 月の群馬県桐生市小６女子自殺 
事件）、学校が定期的に実施している「いじ 
め・自殺等の状況把握アンケート」を前倒し 
で実施するよう 10/27 に指示を出した。 

☆いじめは、防止策と共に発見のための様々
な手立てが必要です。命を守るために！ 

Ｑ：平成 21 年度の不登校の生徒数とマイスク 
－ルでの指導後の状況は。 

Ａ：32 名いた。7.8 年生は、6 名学校に復帰。
9年生 10 名は全て上級学校に進学した。 

◎◎◎◎適応指導教室運営費適応指導教室運営費適応指導教室運営費適応指導教室運営費（（（（ﾏｲｽｸｰﾙﾏｲｽｸｰﾙﾏｲｽｸｰﾙﾏｲｽｸｰﾙ八潮八潮八潮八潮））））    
5086508650865086 万円万円万円万円    

Ｑ：近年、問題行動をおこす中学生は、学校の 
枠を超え広域的に行動している。学校・教育 
委員会としてどう取り組むか。 

Ａ：①どうしても家庭生活が乱
れ    ている⇒児童相談所・大森少   

年ｾﾝﾀｰと連携する②広域的
に行動⇒区内４警察署と連
携する、中学校の生活指導主
任会議で全区的に対応する。 

 

Ｑ：就学前の障害児介助員費について。①区立施
設の介助員一人当たりの経費と仕組みを。②
支援の仕方が幼稚園と保育園で異なるが。 

Ａ：①幼稚園＝介助員を個人につけている。
100 万円/１人、保育園＝クラスに配置。120
万円/1 人、また、私立幼稚園は、20 万円/
１人が基準。②施設の成り立ちの違いから。 

◎◎◎◎幼稚園障害児保育介助員費幼稚園障害児保育介助員費幼稚園障害児保育介助員費幼稚園障害児保育介助員費            1744174417441744 万円万円万円万円    
☆異なる支援方法が適切か、検証を。 
Ｑ：①22 年度で３期目となる区独自採 

用教員の採用の意義。②教員が品川 
区に転勤したら「しな流し」（注：「島流 
し」の意味？）と一部で言われると聞く 
が。「品川区に転勤したくない」と品川 
区は、教員に嫌われているのか。 

Ａ：①地域をよく理解し、小中一貫校の核とな
る教員に。５期 30 人の採用を目安にしてい
る。現在 8 人（20 代４名、30 代１名、40 代
３名。大井第一・第二延山小、大崎・鈴ヶ森・
富士見台・荏原４中、伊藤学園、教育委員会
事務局に配属）②風評はともかく、やる気の
ない教員は、品川区に来ない。現在、区の教
員全員が区のために全力で仕事をしている。 

◎◎◎◎区区区区（（（（独自採用独自採用独自採用独自採用））））教員経費教員経費教員経費教員経費                5263526352635263 万円万円万円万円    
Ｑ：22 年４月に私立学校に進学した人数は。 
Ａ：小１は、180 名（約８％）、中１は、546 名 

（約 28％）。区は、区立学校の復権を目指し、 
様々な工夫をして学校のｱﾋﾟｰﾙをしている。 

☆公立には公立の特色があるのでＰＲを。 
☆教育に関する問題は、学校はもちろん家庭・ 
地域・他の行政機関が全体で様々な 
場面で関わることが求められてい 
ます。また、区教育委員会は他 
の部署との連携をしっかりと！ 

12/9 に区議会で一般質問します！ｹｰﾌﾞﾙ TV は 12/13.18 放映 


