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No.342 

 

※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    

  

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

◇ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券のﾌﾟﾚﾐｱﾑ分は? 

品川区では、27 年度もﾌﾟﾚﾐｱﾑ付区内共通

商品券を発行します。当初、年間２回で６億

円の予定でしたが、国の補助金の関係で４月

１回で８億円発行に増額します。さて、その

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分は、何％でしょうか？ 

区（国の補助金含む）は、そのﾌﾟﾚﾐｱﾑ分を負

担します。 

①５％ ②８％ 

 ③10％ ④20％ 

 ◎難易度☆☆☆◎難易度☆☆☆◎難易度☆☆☆◎難易度☆☆☆    

2015201520152015 年年年年    3333 月月月月    

 

 

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 

平成 27 年度予算概要 Ⅲ 

・277 億 274 万円 

・歳出の 18.4％ 

 

☆340号から区が編成した 27

年度予算案の概要をご説明

しています。予算案は、3/2

から議会で審議中です。歳

出は、1510 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）。 

 

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 

☆住宅・道路・公園等のまちづく☆住宅・道路・公園等のまちづく☆住宅・道路・公園等のまちづく☆住宅・道路・公園等のまちづく    

りです。りです。りです。りです。 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。    

◇大崎駅西口交通広場整備 

国内他都市と結ぶ中長距離 

ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ整備。京都・大阪・仙台・ 

新潟・富山等と結びます。  ◎◎◎◎１億１億１億１億 2250225022502250 万円万円万円万円 

◇LED 型街路灯への建て替え（1459 基）   

 区道の街路灯約２万基のうち一部を LED 化 

              ◎◎◎◎1111 億億億億 9000900090009000 万円万円万円万円 

◇大井町駅ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ設置     ◎◎◎◎5000500050005000万円万円万円万円    

大井町駅周辺に無線 LAN 設置   ◎◎◎◎972972972972 万円万円万円万円 

◇大森駅前水神口駐車場整備工事 

 当初計画を見直し⇒水神公園に地下機械式駐

輪場（600 台収容）整備。  ◎◎◎◎３億３億３億３億 4700470047004700 万円万円万円万円    

◇道路ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ事業 

八潮団地内歩道拡張整備工事◎１億◎１億◎１億◎１億 7600760076007600 万円万円万円万円 

大井町駅周辺ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事  ◎◎◎◎200200200200 万円万円万円万円 

◇公園関係－しおじ公園（八潮 5 丁目）歩道橋改

修、しながわ区民公園水処理設備改修・区民 

ﾌﾟｰﾙ改修、わかくさ公園（勝島１丁目） 

改修、東品川公園（東品川３丁目）土壌 

改良、しながわ中央公園（西大井１丁目） 

ﾍﾘﾎﾟｰﾄ機能を持つ防災拠点に。 

 

【防災対策】（一部）   ※重要施策です！  

事業内容事業内容事業内容事業内容    予算予算予算予算    

◇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 

 ※大井、西大井、東中延他 

９９９９億億億億 7305730573057305    

万円万円万円万円    

    

◇崖及び擁壁（ようへき）の実態

基礎調査 

 ・集中豪雨や台風への備え。 

  高さ２m 以上を調査 

2500250025002500    

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 

 ・大井町駅周辺で協議会設立

し、ｴﾘｱ防災計画を策定 

4550455045504550 万円万円万円万円    

 

 

 

 

◇空き家（＝ごみ屋敷）等対策事業 

・空き家に関する条例制定－適正管理のため 

・空き家活用ﾓﾃﾞﾙ－活用できる空き家をﾃﾞｰ

ﾀﾍﾞｰｽ化          ◎◎◎◎822822822822 万円万円万円万円 

☆東日本大震災から 4 年経ち、防災意識の希薄化がないように日常的な取り組みを求めます。 
 

2013201320132013 年発行の商品券年発行の商品券年発行の商品券年発行の商品券 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校環境整備事業】   

 ◎◎◎◎43434343 億億億億 6225622562256225 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）-耐震化工事 

    ⇒小中学校全校 

28282828億億億億1610161016101610

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。 

 

 

 

 

 

◇城南小学校改築（南品川２丁目）－基 

本設計。解体・改修等は 28 年度以降 

◇外壁改修－山中小    ◎◎◎◎4347434743474347 万円万円万円万円 

◇擁壁（ようへき）改修－立会小◎◎◎◎5130513051305130万円万円万円万円 

◇便所改修－山中小、立会小、宮前小 

             ◎◎◎◎8023802380238023 万円万円万円万円    

◇校庭人工芝化－日野学園、伊藤学園 

             ◎◎◎◎8549854985498549 万円万円万円万円    

◇防犯ｶﾒﾗ更新－大井第一小他５校 

◇空調機改修－大井第一小、浜川中 

◇太陽光発電設備設置－浜川小他 

◇理科実験台入替え－城南第二小 

◇給食施設改修－山中小、浜川小、 

鈴ヶ森他 

【地区図書館】 指定管理者委託－ 

 民間業者に運営委託◎◎◎◎6666 億億億億 4354435443544354 万円万円万円万円 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：：：：④20％ 昨年まで

は、10％（1 万円で 11000 円分の

買い物ができる）でしたが、今回

は、5 千円で購入し、6 千円の買い

物ができます（500 円券×12 枚つ

づり。ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分が千円です！）。 

 

☆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    

◇「品川区教育ﾌｫｰﾗﾑ」開催 

 28 年 2/28 に各小中学校、きゅりあん 

 で教育についてﾌｫｰﾗﾑを開催する。   

◎◎◎◎1328132813281328 万円万円万円万円    

    

    

    

    

    

 

◇「品川区立総合教育支援ｾﾝﾀｰ」創設 

 教育ｾﾝﾀｰ（五反田）に特別支援教育や学

校支援ﾁｰﾑ（いじめ等に対応）、相談機能

などを一元化。「総合教育支援ｾﾝﾀｰ」とし

て、多様化・複雑化する課題に対応する。                  

◎◎◎◎7408740874087408 万円万円万円万円    

    

    

    

    

◇ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ給食－食を通じた異文化交流。

区内外国大使館職員をﾓﾃﾞﾙ校に招き、日

本の学校給食を体験してもらったり、自

国料理の調理実習を行う。  ◎◎◎◎16161616 万円万円万円万円 

◇「（仮称）品川区公立学校史」刊行 

    区内公立学校（統廃合校含め約 70 校）の

歴史を１冊にまとめ、刊行する（各校２

ﾍﾟｰｼﾞ）。         ◎◎◎◎444444444444 万円万円万円万円 

◇子どもの体力向上推進－小中学校に運動

のﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを配置し、 

運動意欲や技能を高める 

指導を行う（ﾓﾃﾞﾙ校 10 校）。 

3 年で全校へ配置。◎◎◎◎780780780780 万円万円万円万円 

 ・166 億 2884 万円 

・歳出の 11.0％ 

 

ちょっとした話ながわ 

◇大森駅水神口駐輪場、600 台収容 

地下機械式設置へ 

大森駅をご利用になる方や地 

域の方々から「水神口駐輪場   

の拡大を」というご要望を頂

いておりました。水神公園に

区内で初めての地下機械式駐

輪場を設置します（200 台収

容×３基設置）。27 年度は、

調査・設計、28 年度に工事、

29年度利用開始、 

という予定です。 

◎予算３億◎予算３億◎予算３億◎予算３億    

4700470047004700 万円万円万円万円    

    

京都駅前地下駐輪場京都駅前地下駐輪場京都駅前地下駐輪場京都駅前地下駐輪場 

 

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！ 

☆平成 27 年度は、区の小中一貫教育開 

始から 10 年目。小中一貫教育学校の法

制化、新教育委員会制度もｽﾀｰﾄする節

目の年。検証をし、次の展開の道筋を議

論する機会にする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

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。    

 

☆事業目的は理解できますが、このｾﾝﾀｰ

と本庁舎（教育委員会）と学校現場との

三者の密接な連携が課題です。 

☆新指針による耐震改修を実施し、学校の 

防災・避難所機能を強化します。なお、工 

事のため体育館が２～４ヶ月間使用でき 

なくなります。ご迷惑をおかけします。 

 


