
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

2011201120112011 年年年年 2222 月月月月    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

ＪＲ品川駅は何区にあるで 

しょうか。そうです、港区で 

す。1872（明治５）年に品川 

～横浜間が開業し、品川駅は 

今より約 300ｍ南の港区の南 

端部に設置。江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代のののの品川宿品川宿品川宿品川宿はははは、、、、現在現在現在現在のののの

京急線北品川京急線北品川京急線北品川京急線北品川～～～～青物横丁辺青物横丁辺青物横丁辺青物横丁辺りでしたりでしたりでしたりでした。。。。このこのこのこの

時時時時、、、、なぜそのなぜそのなぜそのなぜその辺辺辺辺りりりりにににに品川駅品川駅品川駅品川駅をををを設置設置設置設置しなかっしなかっしなかっしなかっ

たのでしょうかたのでしょうかたのでしょうかたのでしょうか。。。。（参考：東京新聞 23/2/9）

①駅舎を作る適当な平地がなかったから 

②当時の駅周辺を繁栄させる政府の意図 

③港区側住民の強硬な要望があったから 

④旧品川宿の住民が設置に反対したから 

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１１１１級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 12121212 月月月月））））    

 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

 
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    

 

No.166 

ここにテキスト    ・231 億 8796 万円 

           ・歳出の 16.8％ 

  ☆☆☆☆幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・小中学校教育小中学校教育小中学校教育小中学校教育、、、、図書館運営等図書館運営等図書館運営等図書館運営等    

小中一貫校推進経費 （注１） 71 億 5761 万円 

すまいるｽｸｰﾙ運営費 (注２) 11 億 4072 万円 

大井町駅前ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰで 

図書ｻｰﾋﾞｽ開始   （注３） 

647 万円 

学校環境整備事業 

・音楽室防音－立会小他    

・水飲栓直結化－浜川小他 

・普通教室増設－山中小 
・校庭整備－東海中他 

・特別教室冷房化－山中・

鮫浜・鈴ヶ森小、鈴ヶ森中他 

17 億 1301 万円 

3 校  762 万円 

4 校 3635 万円 

800万円 

1億 1999 万円 

1億 5719 万円 

冷房化推進冷房化推進冷房化推進冷房化推進をををを！！！！    

預かり保育 

・時間延長－浜川幼稚園 

5 園 2961 万円 

注１：☆☆☆☆一貫校一貫校一貫校一貫校品川学園用地購入費品川学園用地購入費品川学園用地購入費品川学園用地購入費 53535353 億円億円億円億円含含含含 

注２：☆☆☆☆38383838 小学校小学校小学校小学校でででで１１１１校約校約校約校約 3000300030003000 万円万円万円万円のののの経費経費経費経費

ですですですです。。。。時間時間時間時間のののの延長延長延長延長をををを区区区区にににに要望要望要望要望しますしますしますします    

    注３：☆☆☆☆区立図書館区立図書館区立図書館区立図書館のののの図書図書図書図書・・・・CDCDCDCD のののの貸貸貸貸

出出出出とととと返却返却返却返却。。。。利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上ですですですです。。。。拡充拡充拡充拡充をををを。。。。    

【プラン 21 推進事業】 ◎◎◎◎２２２２億億億億 8677867786778677 万円万円万円万円    

☆『ﾌﾟﾗﾝ 21』は、平成 12 年から開始され

た教育改革です。通学区域の弾力化、小中

一貫教育など様々な施策を展開しています 

小中一貫教育経費 

・施設分離型連携推進事業 

1148 万円 

450 万円 

習熟度別学習推進経費 3100 万円 

小１～６年生 英語科 4899 万円 

区学力定着度調査拡充 

・4、7 年のみ⇒5、8 年も実施 

2247 万円 

2⇒4 教科 

特色ある教育活動経費 

・発達障害児にかかる研究 

を大学へ委託－鈴ヶ森小 

5009 万円 

200 万円 

中学校学力向上ﾌﾟﾗﾝ推進 

勉強合宿勉強合宿勉強合宿勉強合宿－日野学園中学２年 

生が3泊 4日で5教科他を勉強 

170 万円 

生徒約 120

人が参加 

☆☆☆☆ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝ 21212121 のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題をををを研究研究研究研究しししし、、、、課題課題課題課題解決解決解決解決    

    にににに向向向向けけけけてててて区区区区にににに提言提言提言提言していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

 ◇学校給食費     ◎◎◎◎17171717 億億億億 1301130113011301 万円万円万円万円 

・学校給食調理代行(委託)拡大 

      43 校⇒49 校（小中 53 校中） 

      給食調理職員 76 人⇒36 名へ 

＊平成 24 年に全校代行完了 

     ◇品川区独自採用教員給与費 

         13 人分     ◎◎◎◎9596959695969596 万円万円万円万円 

164号から区が編成した23年度予算案

の概要をご報告しています。予算案は、

２月の議会で審議します。 

歳出は、1378 億円です。③回目の今

号は、歳出のうち教育費、土木費です。 

    教育費 

☆『区議会だより』（2/16 発行）に私の本議会で

の一般質問の様子が掲載されています。ご覧下さい 

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    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとした話ながわ 

◇品川区に親と近居・同居で 

すまいるポイントをゲット♪♪～◇ 

区では、区内に転入（もしくは親の居宅 1200

ｍ以内（徒歩 15 分圏）に転居）した中学校以下の

子を持つ世帯に対し、10 万円を上限としてポイン

トを発行。ポイントに応じて三世代のふれあい

につながるサービスを提供する。サービスサービスサービスサービスはははは、、、、

区内飲食店区内飲食店区内飲食店区内飲食店のののの割引割引割引割引、、、、屋形船乗車券屋形船乗車券屋形船乗車券屋形船乗車券、、、、区内共通商区内共通商区内共通商区内共通商

品券品券品券品券、、、、しながわしながわしながわしながわ水族館入館券水族館入館券水族館入館券水族館入館券など。【ポイントポイントポイントポイント付付付付

与例与例与例与例】三世代が６人世帯の場合。

１万円×６人＝６万円の飲食店の

利用券。10 万円との差額の４万円

は、区内共通商品券等と交換でき

ます。◎◎◎◎23232323 年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額    345345345345 万円万円万円万円

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

送送送送他他他他))))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。。。。    

 

ここにテキスト    184 億 4133 万円 

          ・歳出の 13.4％ 

☆☆☆☆住宅住宅住宅住宅・・・・道路道路道路道路・・・・公園公園公園公園などのまちづくりですなどのまちづくりですなどのまちづくりですなどのまちづくりです    

【公園整備等】区立公園は 136 ヶ所です。 

しながわ水族館運営費 

・20 周年記念イベント 

・水族館のあり方検討 

２億 4393 万円 

     750 万円 

     450 万円 

東品川海上公園を 

ミッフィー広場に整備 

 ・ｼｰｿｰ、滑り台等設置 

   545 万円 

※ｷｬﾗｸﾀｰ使用料

は無料です！ 

公園内の分煙化徹底 

・坂下公園、水神公園 

31 万円 

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置等 

「勝島の海」（しながわ区

民公園内）に桟橋設置 

725 万円 

ボート５艘も 

公園施設長寿命化計画

策定－樹木調査等 

2491 万円 

 

AED付自販機を公園に設

置－売上の一部を公園

維持管理費にあてる。 

600 万円 

災害対策と経費

節減目的 

≪分煙化の徹底≫ 

☆区は、公園面積 1500 ㎡以上

で分煙ｽﾍﾟｰｽ確保可能な公園

(約 40)は、喫煙ｽﾍﾟｰｽを設置

し、その他の公園では喫煙は

原則禁止とする予定です。 

≪AED 付自販機の公園設置≫ 

☆☆☆☆年間年間年間年間600600600600万円万円万円万円のののの税外収入確税外収入確税外収入確税外収入確    

    保保保保を見込む。また、設置費用・電気料金

等は、業者の負担。区有財産 

    の有効活用です。効果を検証 

 して拡大の方向を。ただし、 

 空空空空きききき缶回収缶回収缶回収缶回収・・・・清掃等清掃等清掃等清掃等、、、、環境管環境管環境管環境管    

    理理理理のののの徹底徹底徹底徹底をををを強強強強くくくく求求求求めますめますめますめます。。。。    

 

東急大井町駅 可動式ホーム

柵設置助成         （注１） 

    

9330933093309330万円万円万円万円    

北品川地区商店街電線類地

中化事業完了      （注２） 

3333 億億億億 6000600060006000万円万円万円万円    

整備区間１km 

橋梁長寿命化事業（５橋） 

・かもめ橋（Ｓ61 年築 京

浜運河）、浜川橋（Ｓ９年

築 立会川）、弁天橋（Ｓ

６年築 立会川）他 

7550755075507550万円万円万円万円    

 

☆安全安全安全安全のためのためのためのため

にににに計画的計画的計画的計画的なななな維維維維

持補修持補修持補修持補修をををを！！！！    

小中学校に消火ﾎﾟﾝﾌﾟ設置と

ﾎﾟﾝﾌﾟ操法ﾏﾆｭｱﾙ作成  

406406406406万円万円万円万円 

 

勝島運河水質改善－23 年度

設計、24～26 年度工事 

2511251125112511万円万円万円万円 

 

大崎駅周辺地区再開発事業 39393939億億億億 161161161161万円万円万円万円 

大井町駅周辺地区再開発事業 13131313億億億億 737737737737万円万円万円万円    

目黒駅前地区再開発事業 3333 億億億億 1947194719471947万円万円万円万円    

≪注１ 可動式ホーム柵≫ 

☆東急の設置費用は、２億 8000 万円。 

このうち区と都が事業費の 1/6ずつ 

を助成します（区が 4670 万円、都が 

4660 万円で、合計 9330933093309330 万円万円万円万円）。都内 

区市町村によるﾎｰﾑﾄﾞｱ助成は初めて。視

覚障害者・高齢者を含む区民の方々の転

落事故防止に有効です。転落防止柵は、区

内では 40 駅中 14 駅だけ。設置の拡大推

進を区と鉄道事業者に要望していきます。    

≪注２ 電線類地中化≫ ☆7 年間の工事、 

総計で約 22 億円 

の事業。1/2 が国、 

1/4都、残り 1/4 

も都の財調で、品品品品    

川区川区川区川区のののの持持持持ちちちち出出出出しはしはしはしは    

ありませんでしたありませんでしたありませんでしたありませんでした。。。。    

    

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：④④④④    「蒸気機関

車の火の粉が危ない」「宿場に

集まる人を鉄道が連れて行って

しまう」等と反対し、旧宿場町

の入口から数百㍍北の港区側

に。もっと南に設置されたら

区の歴史が変わったかも…。 

   土木費 

ミッフィー 


