
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.300 

※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 

 

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 

2012012012014444 年年年年 2222・・・・3333 月月月月    

 

 

298号から区が編成した26年度

予算案の概要をご説明していま

す。予算案は、3/3 からの議会

で審議します。歳出は、1462 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（一部）。 

土木費は、昨年に比べ 42.7％、教育費は、 

18.4％増加しています。 

☆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。    

▽しながわ花海道 LED 公園灯設置 

勝島運河の土手約１㎞に設置。  

明るくなります♪            ◎◎◎◎1980198019801980 万円万円万円万円 

▽八潮団地ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化   

 団地内区道の工事が始まります。歩道 

を 1.5m⇒2.3m へ拡幅・段差解消等（～29 年

度）          ◎１億◎１億◎１億◎１億 8200820082008200 万円万円万円万円 

▽しながわ区民公園（勝島３丁目）再整備 

中央ｿﾞｰﾝ改修。防災機能強化、ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ改築

（更衣室拡充等）     ◎１億◎１億◎１億◎１億 4400440044004400 万円万円万円万円 

▽子ども達のｱｲﾃﾞｨｱを生かした公園整備 

 城南第二小の児童の提案を東品川公園（東品

川３丁目）で生かします。 ◎３億◎３億◎３億◎３億 7100710071007100 万円万円万円万円 

▽ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ施設周辺無電柱化(設

計)：立会川～大井ふ頭の無電柱化◎◎◎◎659659659659 万円万円万円万円    

▽大森駅前水神口駐車場増設・改修工事 

               ◎◎◎◎2950295029502950 万円万円万円万円    

【防災対策】※引き続き重要施策としています！ 

事業内容事業内容事業内容事業内容    予算予算予算予算    

▽災害対策基本条例の制定 

 区の責務と区民・事業者の務め

や役割等を明確にします。 

  ※区議会からも制定を提案 

280280280280 万円万円万円万円    

▽木造密集地域の防災対策 

・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 

・都市防災不燃化促進事業 

10101010 億億億億 1233123312331233    

万円万円万円万円    

2222 億億億億 1174117411741174

万円万円万円万円    

▽国道15号線（第１京浜）沿線にお

ける災害時徒歩帰宅者支援対策 

 沿線の関係者による協議会を設

立し、課題や支援体制を協議。

実地訓練も実施する。 

780780780780 万円万円万円万円    

▽しながわ中央公園拡張整備 

ﾍﾘﾎﾟｰﾄ機能を持つ防災拠点へ 

・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 

 （用地取得、設計、一部工事） 

用地取得・ 

設計・一部

工事 

16161616 億億億億 3970397039703970

万円万円万円万円    

▽ﾀｰﾐﾅﾙ駅周辺帰宅困難者対策推進 

 目黒駅・大井町駅で対策検討等 

           ◎◎◎◎900900900900 万円万円万円万円    

2007 年４月、初当選。選挙前からお配りし

ていた『週刊 区政報告（しんじ新聞）』

は、09 年７月に 100 号に到達。11 年４月

の２度目の選挙。10月に 200 号に到達。そ

して、このたび 300 号到達。これも毎週、

皆様に受け取って頂かなければ実現できませ

んでした。本当に有難うございました。今後も

初心を忘れずに現場重視の政治姿勢を貫く決

意です。今後ともご指導・ご支援を 

賜りますようお願い申し上げます。 

☆これからも毎週、お配りいた 

します。目標 400 号です！ 

・315 億 7057 万円 

・歳出の 21.6％ 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆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。    

 

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    

▽学校 ICT の推進 【新規】 

※ICT＝ﾊﾟｿｺﾝ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等の情報通信技術 

 ・普通教室に電子黒板機能付ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ 

設置（城南小・浅間台小他 17 校、 

中５校） 

 ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ配備（小８校､ 

中２校、特別支援学級） 

◎３億◎３億◎３億◎３億 9523952395239523 万円万円万円万円    

▽体育館の天井照明 LED 化 【新規】 

 （鮫浜小、富士見台小） ◎◎◎◎1650165016501650 万円万円万円万円    

▽小中学校における英語教育の充実 【新規】 

 ・小学校（3校）-日本人英語指導者配置、

英語授業増加、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｷｬﾝﾌﾟ実施 

・中学校（浜川中他３校）-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材

育成塾（英語塾）開設。他校生も受講

可能         ◎◎◎◎4772477247724772 万円万円万円万円 

▽子ども地域活動支援経費【新規】 

 地域活動の活性化を支援 

 ・児童が住所地の地域行事に

参加した場合に賞品を渡す

経費    ◎◎◎◎246246246246 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 ◎◎◎◎2222 億億億億 2338233823382338 万円万円万円万円    

▽学力向上ﾌﾟﾗﾝ推進事業(勉強合宿) 

合宿形式による勉強会（８年生＝中２。 

日野学園、八潮学園他）◎◎◎◎406406406406 万円万円万円万円 

▽図書館 10 館の運営維持管理 

◎◎◎◎10101010 億億億億 537537537537 万円万円万円万円    

▽品川区独自採用教員給与費 

 ・教員 18 人分給与等◎◎◎◎1111 億億億億 2826282628262826 万円万円万円万円 

▽いじめ防止対策費 ◎◎◎◎1697169716971697 万円万円万円万円 

   一昨年の「いじめにより中１男子が

自ら命を絶つという痛ましい出来事」 

を受け、昨年から新たな施策でいじめ防 

止に取り組んでいます。  

☆☆☆☆常にきめ細かい指導を求めます。常にきめ細かい指導を求めます。常にきめ細かい指導を求めます。常にきめ細かい指導を求めます。    

▽御殿山小（北品川５丁目）改築工事 

           ◎◎◎◎26262626 億億億億 4881488148814881 万円万円万円万円    

▽PTA 関係費－PTA 活動支援、家庭教育学

級、校庭開放 ◎◎◎◎3519351935193519 万円万円万円万円 

【学校環境整備事業】   ◎◎◎◎16161616 億億億億 3725372537253725 万円万円万円万円 

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）
-耐震化調査・設計費 

    ⇒小中学校全校 

 -耐震化改修（八潮学園） 

3333 億億億億 440440440440

万円万円万円万円    

    5490549054905490万円万円万円万円    
※１「非構造部材」－天井、照明器具、窓ｶﾞ

ﾗｽ、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。 

▽便所改修－城南第二小、鈴ヶ森小他 4校 

           ◎１億◎１億◎１億◎１億 7410741074107410 万円万円万円万円    

▽校庭整備－城南第二小、鈴ヶ森中他 

▽防犯ｶﾒﾗ更新－鈴ヶ森中他 

▽給水管改修－山中小 

▽屋上緑化－鮫浜小他 

▽普通教室増設－浅間台小他 

▽教室間仕切り改修－大井第一小、浜川小 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：：：：②②②②（（（（３校です３校です３校です３校です））））③③③③    ◇夏の甲子

園に都立国立（くにたち）高校都立国立（くにたち）高校都立国立（くにたち）高校都立国立（くにたち）高校は、１回（昭和

55 年 0－5簑島）、城東城東城東城東高校高校高校高校は、２回（平成 11 年

2－5智弁和歌山、平成 13 年 2－4神崎）、雪谷雪谷雪谷雪谷高高高高

校校校校は、1 回（平成 15 年 1－13ＰＬ学園）出場で

す。春は小山台春は小山台春は小山台春は小山台高校高校高校高校が初が初が初が初。ぜひ甲子園 1勝を！ 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

    都立小山台高校（品川区小山） 

ｾﾝﾊﾞﾂ高校野球大会初出場！ 

 区内の都立小山台高校が21世紀枠でｾﾝﾊﾞﾂ大

会（春の甲子園、3/21 開幕）に出場します。 

さて、次のうちから誤りを２つ選んで下さい。 

①都立高校として春の甲子園大会出場は初。 

②これまでに甲子園大会に出場したことのあ

る都立高校は、都立城東高校と都立雪谷高校

の２校である。 

③都立城東高校・都立雪谷高校と 

もに２回甲子園に出場している。 

④甲子園大会（春・夏）で都立 

高校は、一度も勝っていない。 

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

・146 億 2806 万円 

・歳出の 10.0％ 

 

出場決定の瞬間 （区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより） 


