
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 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    

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    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

   かつて芥川賞作家が品川区に！ 

ある作家は、毎日新聞勤務時代の昭和

24（1949）年、大井森前町（もりまえちょ

う。現：西大井 1-11）に居住。のち、28（1953）

年に大井滝王子（現：大井 5-28）に転居し、

32（1957）年に世田谷区に移るまで過ごし

た。25 年に『闘牛』で芥川賞受賞、翌年に、

新聞社を退社し、執筆に専念。他に『天平

の甍（いらか）』『敦煌（とんこう）』『あす

なろ物語』等の著作がある。さて、この人

物は？（参考：『しながわ史跡めぐり』他） 

①池①池①池①池波正太郎波正太郎波正太郎波正太郎    ②高村光太郎②高村光太郎②高村光太郎②高村光太郎    ③井上靖③井上靖③井上靖③井上靖    

④折口信夫（おりくちしのぶ）④折口信夫（おりくちしのぶ）④折口信夫（おりくちしのぶ）④折口信夫（おりくちしのぶ） 

 

 

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        平成23年4月5,232票（１位）のご支持をいただき、現在２期目。若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、早実高、早大（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。東大研究員、塾などを経て、教師（早実高、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・新人として初当選（2541 票）。 『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（22222222 年年年年 12121212 月合格）月合格）月合格）月合格）    ☆初心を忘れずにガンバります！ 
 しがらみのない無所属 

No.234 

2012201220122012 年年年年６月・７月６月・７月６月・７月６月・７月    

 

 

区民委員会区民委員会区民委員会区民委員会    文教委員会（私が所属）文教委員会（私が所属）文教委員会（私が所属）文教委員会（私が所属）    

建設委員会建設委員会建設委員会建設委員会    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    

①議案:品川区暴力団排除条例制定 

②ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ市（ｱﾒﾘｶ）青少年ｽﾎﾟｰﾂ

交流（受入と派遣）について－ｽﾎﾟｰﾂ

とﾎｰﾑｽﾃｨ（中 2～3）。男子は野球、

女子はﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの試合を実施。 

③品川区民まつりについて 

☆昨年度は、大震災の影響で中止した

地区もありましたが、今年度は、例年

通りの開催。お楽しみに！ 

日程等は、反対面をどうぞ。 

 

①品川区固有教員採用試験について 

◎予算額◎予算額◎予算額◎予算額::::教員給与費（教員給与費（教員給与費（教員給与費（14141414 名）名）名）名）1111 億億億億 127127127127 万万万万円円円円    

 採用予定５名程度（昨年度は３名合格で２名辞退） 

☆都の試験にも合格した人の辞退が例年あります（待遇は 

同等ですが）。品川区の教育に携わる魅力を発信して、 

人材確保を図る必要があります。 

②図書館の資料（本など）の貸出期間の短縮 

③視察—保育ﾏﾏ（家庭的保育事業）３ヵ所 

             ☆②は、反対面 

をどうぞ 

①議案:24 年度一般会計補正予算（３億 7926 万円）

のうち、建設委員会分は、防災関係・立会川整備関

係等で３億 1171 万円 

②浜川雨水排水管建設工事-都の事業を受託して実施 

場所：南大井４丁目～勝島１丁目 ※平成 26 年度まで 

目的：雨水処理能力増加   ⇒浸水被害軽減 

   雨水放流先を京浜運河へ⇒勝島運河水質改善 

内容：区立浜川公園からなぎさ会館（勝島３丁目） 

   横まで地下に下水道管を構築します。 

☆工事に伴い、27 年度まで浜川公園の築山・球技 

場等は利用できなくなります。ご迷惑をおかけします。 

◎予◎予◎予◎予算算算算額額額額    11111111 億億億億 5920592059205920 万円万円万円万円 

①議案:建設委の②の工事請負契約 

 ◇入札状況： 

入札予定価格 12億 6086 万 1000 円 

 Ａ社 11 億 5920 万円 ※落札 

 Ｂ社 11 億 9700 万円 

 Ｃ社 12 億 3585 万円 

☆総務委員会の調査事 

項は、「企画・広報、行

財政全体」「人事、財産

の維持管理」「課税・納

税」など広範囲です。 

☆６月 25.26 日の常任委員会の審議

事項等の一部をご報告いたします。 

※議案＝区から提 

出された条例案等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 みんな・無所属 品川 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  Fax 03-3772-8878 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆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☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

ｸｲｽﾞの答え：③ ①直木賞作家。

『鬼平犯科帳』等で有名。荏原

２丁目に住んでいた。②『智恵

子抄』で有名な彫刻家・詩人。

妻智恵子が晩年、大井町近くの

ｾﾞｰﾑｽ坂病院に入院し看病。④歌

人。現:西大井３丁目に居住。 

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、駅前にいます！、駅前にいます！、駅前にいます！、駅前にいます！ 

 
今週の書架 

☆『☆『☆『☆『商店街はなぜ滅びるか商店街はなぜ滅びるか商店街はなぜ滅びるか商店街はなぜ滅びるか----社会・社会・社会・社会・    

政治・経済史から探る再生への道政治・経済史から探る再生への道政治・経済史から探る再生への道政治・経済史から探る再生への道』』』』    

（（（（新新新新    雅史雅史雅史雅史    光文社新書光文社新書光文社新書光文社新書    777777777777 円円円円））））    

 商店街は伝統的（歴史的）な存在ではな

く、20 世紀に入り、人為的に創られた。そ

の成立⇒発展⇒衰退を追う。衰退の理由は、

ｽｰﾊﾟｰの乱立だけなのか？ 本書は、辛口で

すが、地域ｺﾐｭﾆﾃｨの核となる商店街の再生

に必要な政策を模索し、商店街の特質と問題

構造を明らかにしています。区の商店街振興

担当者にも読んで頂きたいです。 

 

 

ズ

◇TSUTAYA（ツタヤ）、図書館運営へ 

音楽・映像ｿﾌﾄの販売やﾚﾝﾀﾙで知られるツタヤ

（CCC＝ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞが運営）が来年４月

から佐賀県武雄（たけお）市で公立図書館の運営

に乗り出す。年中無休（休館日 30 日⇒０日）、開

館時間も４時間延長（10～18 時⇒９～21 時）する

が、経費は 1000 万円以上減となる。 

 「ツタヤになったら有料に？」という市民から

の質問があったが、図書館法で「公立図書館はい

かなる対価も徴収してはならない」とあり、有料

化はできない。ただ、CCC は、図書館で雑誌や文

具を販売する予定。また、市民は、「貸出履歴の外

部流出」を懸念。同市の担当者は、「現行は、返却

後３週間で履歴を消去。ツタヤは、ﾚﾝﾀﾙ店として

の長い経験があり、情報管理について信頼でき

る」という。    （参考：5/21東京新聞他） 

◎品川区◎品川区◎品川区◎品川区 24242424 年度予算年度予算年度予算年度予算額額額額    

・図書館の窓口業務等委託費・図書館の窓口業務等委託費・図書館の窓口業務等委託費・図書館の窓口業務等委託費        ４億４億４億４億 4158415841584158 万円万円万円万円    

・学校図書館運営業務委託費・学校図書館運営業務委託費・学校図書館運営業務委託費・学校図書館運営業務委託費                7328732873287328 万円万円万円万円    

☆今後も民間委託拡大でｻｰﾋﾞｽ向上と経費節減を 

 

 

ちょっとした話ながわ 

◇子どもカーニバル 開催！ 

7/8（日）  10～15時（受付 14:30 まで） 

南大井文化ｾﾝﾀｰ（南大井１丁目） 

・やかんｶｰﾘﾝｸﾞ、輪投げ、ｽﾄﾗｯｸｱｳﾄ 

（的当て）、 竹細工、塗り絵他 

・模擬店＝かき氷、焼きそば、 

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ、ﾗﾑﾈなど、全て 100円！ 

☆私も地区委員としてお手伝いします♪ 

◇区民祭りの予定      ぜひ、ご参加を！  この他の地区は、区へお問い合わせを 

地区 日程 時間 会場 内容 

品川第２品川第２品川第２品川第２    7/277/277/277/27～～～～29292929    

7/287/287/287/28    

18～21：30 

15～17：00 

天妙国寺天妙国寺天妙国寺天妙国寺    

城南小学校城南小学校城南小学校城南小学校    

盆踊り・模擬店他 

どじょうつかみ他 

大井第１大井第１大井第１大井第１    7/147/147/147/14    17～21：00 桜新道桜新道桜新道桜新道    盆踊り・模擬店他 

大井第大井第大井第大井第 2222・・・・

第３第３第３第３    

7/287/287/287/28    11～15：00 伊藤学園伊藤学園伊藤学園伊藤学園    

（合同）（合同）（合同）（合同）    

模擬店・ﾐﾆＳＬ他 

八潮八潮八潮八潮    7/147/147/147/14    

7/157/157/157/15    

15～21:00 

13～20:30 

八潮多目的八潮多目的八潮多目的八潮多目的

広場（両日）広場（両日）広場（両日）広場（両日）    

盆踊り・模擬店他 

◇貸出期間の変更があります  9/1～ 

 ▽図書館資料の貸出期間短縮  

  ・３週間⇒２週間 

 ☆１年待ちの本があるなどの課題があり、少

しでも多くの皆さんに公平にご利用いた

だけるよう、短縮します。 

 ▽ﾋﾞﾃﾞｵ・DVD の貸出期間拡大 

・１週間⇒２週間 

・貸出延長は、できなくなりました 

 ▽貸出停止制度変更 

  ・返却遅れ 50日以上⇒ 

14 日以上で新たな貸出・予約停止 

 
◎図書館経費◎図書館経費◎図書館経費◎図書館経費    13131313億億億億4890489048904890万円万円万円万円    

 

3777-1111（代表） 


