
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.262 

※毎週、区政や区内の出来事について御報告しています 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 

 

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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

   ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞが駅前にない駅は？ 

 チビッ子にも人気のﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ。関東では

「ﾏｯｸ」、関西では「ﾏｸﾄﾞ」と呼ぶそうです

が、区内の駅前でもよく見かけます。さて、

次のうち、駅前（すぐそば）にﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞが

ない駅は？２駅あります。 

◎難易度◎難易度◎難易度◎難易度    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

①大井町駅  ②西大井駅  

③大崎駅   ④目黒駅   

⑤五反田駅  ⑥青物横丁駅 

⑦鮫洲駅   ⑧立会川駅  

⑨大森駅（大田区） 

2013201320132013 年年年年 2222 月月月月    

 

 

260 号から区が編成した 25 年度予算

案の概要をご説明しています。予算

案は、2/20 からの議会で審議します。

歳出は、1331 億円です。予算案特集

の最終回の今号は、歳出のうち土木

費、教育費です。 

☆住宅・道路・公園☆住宅・道路・公園☆住宅・道路・公園☆住宅・道路・公園等等等等のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりですですですです    

 防災対策も含みます。防災対策も含みます。防災対策も含みます。防災対策も含みます。    

【防災対策】※木密地域への対策は緊急課題！ 

事業内容事業内容事業内容事業内容    予算予算予算予算    

▽しながわ中央公園拡張整備 

・隣接する JT ｱﾊﾟｰﾄ跡地（西品川

１丁目）を取得し、公園と一体

化させて防災拠点に整備 

 ※本格的な工事は、26～28 年度 

基 本 設 計

等 

 

2100210021002100 万円万円万円万円    

▽木造密集地域不燃化 10 年ﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄ（東京都が策定） 

不燃化実施等 

    

1111 億億億億 5860586058605860    

万円万円万円万円    

▽災害時避難路の安全確保 

ﾌﾞﾛｯｸ塀⇒生垣に 

    

190190190190 万円万円万円万円    

▽道路空洞調査・補修工事 

震災時の道路陥没を防止する 

600600600600 万円万円万円万円    

☆この他にも「街頭消火器の増設」 

（310 万円）なども実施します。 

▽有料駐輪場運営等  ◎４億◎４億◎４億◎４億 7647764776477647 万円万円万円万円 

 大井町駅駐輪場移設（陸橋工事終了）他 

▽道路ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ事業 

－側溝段差解消、歩道 

平坦化、歩車道改良設計 

（八潮団地内ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 

1500 万円、～29 年度）等 

◎１億◎１億◎１億◎１億 3312331233123312 万円万円万円万円 

▽勝島運河水質改善   

 汚れた雨水の勝島運河への流入を減少

させるため、汚れた雨水を貯める下水道

管を整備（※貯蔵量 4700 ㌧＝小学校ﾌﾟｰ

ﾙ約 13 杯分）    ◎６億◎６億◎６億◎６億 9919919919913333 万円万円万円万円 

▽公園・児童遊園整備 

－しながわ区民公園再整備（2000 万円、

ﾌﾟｰﾙ改修工事設計、中央ｿﾞｰﾝ基本設計）、

新浜川公園実施設計他 ◎３億◎３億◎３億◎３億3165316531653165万円万円万円万円 

▽大井町駅周辺地区再開発事業－広町地

区整備検討（JR 社宅跡の検討）、補助金：

大井 1丁目南第一地区 ◎２億◎２億◎２億◎２億 8230823082308230 万円万円万円万円 

▽街路灯建て替え事業－省ｴﾈ型街路灯へ建

て替え（500 基）     ◎◎◎◎8792879287928792 万円万円万円万円 

▽品川駅南地域まちづくりの推進 

－京急北品川駅周辺の開発計画策定 

☆品川駅周辺の開発と連携 ◎◎◎◎2000200020002000 万円万円万円万円 

・221 億 2330 万円 

・歳出の 16.6％ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。    

クイズの答え：⑤五反田⑤五反田⑤五反田⑤五反田。駅前の交

番のおまわりさんがよく聞かれて、

困っているそうです。「JR の駅前にな

いのは、珍しい」（おまわりさん談）

とのこと。⑧⑧⑧⑧立会立会立会立会川川川川。以前は、あっ

たのですが、最近閉店しました。 

 

ちょっとした話ながわ 

◇区市別犯罪件数 ﾜｰｽﾄ１は？ 

昨年の犯罪発生件数が警視庁から発表され

ました。前年 1位の足立区が汚名返上。 

順位（順位（順位（順位（49494949））））    2012201220122012    対前年比対前年比対前年比対前年比    

１ 新宿 9377 － 144 

２ 足立 9141 －1222 

３ 江戸川 8675 － 991 

４ 世田谷 8569 － 772 

５ 大田 7602 － 441 

19 品川 3907 － 264 

49 稲城市 575 － 87 

☆都内全体では 10 年連続減少 

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、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 

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

【いじめ等防止対策】3592 万円 

☆昨年 9 月に区立学校の中 1 男子がいじめ

により自ら命を絶つという大変痛ましい出

来事がありました。区は、「このような状況

の下、実効性のある取り組みを実施する」と

しています。 

事業内容事業内容事業内容事業内容    予算予算予算予算    

▽区としての組織づくり 

・（仮称）品川区いじめ等根絶連絡

会議設置 

・いじめ等対策ﾁｰﾑ設置 

 

 

1177117711771177    

    万円万円万円万円 

▽学校への支援・学校の取組み 

・いじめ等防止ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、児童生

徒向けの研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの充実 

・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ増員、ｽｸｰﾙｿｰ

ｼｬﾙﾜｰｶｰの新規配置等相談体

制の強化 

 

 

 

 

1853185318531853    

    万円万円万円万円 

▽啓発及び「いじめ根絶宣言」採択 

・いじめ防止に関する手引書等を

利用した啓発活動の実施 

・いじめ根絶宣言採択による根絶

への決意表明 

・児童生徒の声を拾うため目安箱

を全校設置 

・専門家、有識者による職員向け

啓発講習の実施 

 

 

 

 

 

 

 

561561561561    

    万円万円万円万円 

☆二度と痛ましいことがおきないように学校・

子どもにかかわるすべての大人が一体とな

って取り組むべき問題です。私は、今後、教

育委員会がしっかりと取り組むよう注視して

参ります。 

 

【学校の防災・避難所機能の強化】 

☆小中学校は、児童生徒の安全確保と共に災

害時の避難所としての機能強化が必要です 

事業内容事業内容事業内容事業内容    予算予算予算予算    

▽学校施設の非構造部材（※1）

耐震改修工事 

・体育館の天井、照明、窓等 

・窓ｶﾞﾗｽを強化ｶﾞﾗｽに、など 

 ⇒小学校全校 

    

1111 億億億億 1440144014401440    

万円万円万円万円    

    

    

▽ﾄｲﾚ排水管耐震化工事  

・震災後も水洗ﾄｲﾚ使用可能に 

10101010 校校校校    

5150515051505150万円万円万円万円    

▽擁壁（ようへき）改修工事 

・道路側の擁壁の補強等 

 ⇒立会小・大井第一小他 

1111 億億億億 2880288028802880

万円万円万円万円    

※１「非構造部材」－天井、照明 

器具、ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ等、建物の 

基礎や柱以外の部材。東日本 

大震災では、天井落下により 

死傷者が生じました。 

▽学校給食費       ◎◎◎◎14141414億億億億4578457845784578万円万円万円万円 

▽品川区独自採用教員給与費 

・教員 15人分給与等   ◎◎◎◎1111 億億億億 900900900900 万円万円万円万円    

▽区立幼稚園運営費－４園、定員 280 名 

 預かり保育（4園）含  ◎２億◎２億◎２億◎２億 1237123712371237 万円万円万円万円    

注：すまいるｽｸｰﾙ（小学校全校）の運営は、教

育委員会から子ども未来事業部へ移管。 

☆学校との連携をｽﾑｰｽﾞに！☆学校との連携をｽﾑｰｽﾞに！☆学校との連携をｽﾑｰｽﾞに！☆学校との連携をｽﾑｰｽﾞに！◎◎◎◎11111111億億億億109109109109万円万円万円万円    

・123 億 5773 万円 

・歳出の 9.3％ 

 

自転車盗

対策に重点

をおき、自

転車盗が大

幅減少。 

3297⇒2828 

新宿区は

駅周辺で万

引きが増加 


