☆☆ 品川区イズ ☆☆
1964 年 東京オリンピック聖火ﾘﾚｰ

No.

382

2016 年 2 月

品川区議会議員
無所属

高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

聖火ﾘﾚｰは、ｷﾞﾘｼｬのｵﾘﾝﾋﾟｱ⇒沖縄⇒鹿児
島・宮崎・千歳へ空輸、9/9・10 ｽﾀｰﾄ、10/7
～9 に東京都庁に到着。10/9 皇居二重橋前で
の集火式で合火、翌 10/10 開会式当日、国
立競技場の聖火台に点火されました。区内で
も聖火ﾗﾝﾅｰが疾走しました（写真）。さて、
この写真の場所は、現在のどこでしょうか。
①品川区役所
②品川健康ｾﾝﾀｰ
（京急新馬場駅前）
③五反田駅前
④大井町駅前
◎難易度☆☆☆☆
しながわ web
写真館より

380 号から 28 年度予算案の概要をご説明し
ています。予算案は、2/17 からの区議会で審
議中です。歳出は、約 1679 億円です。最終回
の今号は、歳出のうち土木費、教育費です。

◇ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ施設周辺無電柱化
大井競馬場駅前付近～大井ふ頭中央海浜公
園（ﾎｯｹｰ競技場）の無電柱化と第一京浜国
道からﾎｯｹｰ競技場までの歩道のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化。
工事：28～31 年度 ◎３億 2280 万円
･447 億 8606 万円
・歳 出の 26.7 ％ 昨 年 から ◇大森駅前水神口駐輪場整備工事
61.5％の大幅増加です
水神公園に地下機械式駐輪場
（600 台収容）整備◎６億 280 万円
☆住宅・道路・公園等のまちづくり。
◇大森駅歩道橋建屋修繕工事
防災対策も含みます。
※水神口ｴｽｶﾚｰﾀｰがあるところ ◎7500 万円
【防災対策】（一部） ※重要施策です！
◇公園灯 LED 化（235 基）
◎6051 万円
事業内容
予算
しながわ花海道公園灯設置
◎2000 万円
◇ﾍﾘﾎﾟｰﾄ機能を持つ防災拠点
◇しながわ水族館 25 周年記念事業支援
しながわ中央公園（西大井、
◎2500 万円
区役所前）にﾍﾘﾎﾟｰﾄ・仮設住 19 億 1290
◇公園関係－しながわ区民公園中央ｿﾞｰﾝ改修
宅建設用地として広場整備
万円
（管理棟、ｷｬﾝﾌﾟ場、ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ）◎９億 3045
◇木造密集地域の防災対策
２億 6181
万円、しおじ公園（八潮 5 丁目）
・八潮北公
不燃化 10 年ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（ 東京都
万円
園・天王洲公園改修、東品川公園（東品川
３丁目）・大井水神公園改修設計委託
住替支援助成
が策定）不燃化実施等
◇ﾎｰﾑ柵整備助成－JR 大井町駅 ◎766 万円
◇「しながわ防災体験館」ﾘﾆｭｰｱ 1740 万円
東急大井町線中延駅
◎4100 万円
ﾙｵｰﾌﾟﾝ（区役所内）
運営業務委託
◇京浜急行八ツ山踏切等立体交差化調査
体験型普及教育施設、日曜日 等
北品川駅周辺立体交差化へ
◎500 万円
開館、「防災学校」研修場所
☆東日本大震災から５年が経過、震
災の教訓を風化させないように今後
も日常的な取り組みを求めます。

高 橋しんじ 事 務所
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 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。

高橋しんじプロフィール
平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58 票差）のご支持を頂き、現在３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 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232
票（１位）。『議員力検定１級』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

･136 億 6983 万円・歳出の 8.1％

☆幼稚園・小中学校教育、図書館運営等
◇学事制度審議会 設置
◎743 万円
人口動向分析、校舎老朽化等検討
☆以前、区では平成 19 年に設置し、区立
小・中学校の現状と区民の意向、これか
らの区立小・中学校の整備にあたって留
意すべきこと、小・中学校の今後の就学
人口を見据えた学校規模・配置のﾊﾞﾗﾝｽ
等を検討し、答申しました。今回の審議
内容等は、まだ不明ですが、
「将来の品川区の子どもた
ちにとってより良い教育環
境」の整備を強く求めます。
◇いじめ防止対策－学校支援ﾁｰﾑ、
いじめ対策委員会、いじめ防止推進ﾃﾞｰ
等実施、啓発用ﾊﾞｯｼﾞ作成等◎4480 万円
◇品川版ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ
◎2996 万円
学校・家庭・地域が一体となり学校運営
改善・児童生徒の健全育成に取り組む
☆平成 27 年度にﾓﾃﾞﾙ校（浜川小・鮫浜
小・浜川中）で実施した事業を 15 校で展
開。校区教育協働委員会（保護者・地域
住民等）・学校支援地域本部（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
組織。放課後対策・補習等で支援）の設
置・学校地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置。地域住
民・保護者が学校運営に参画します。
◇英語力向上推進ﾌﾟﾗﾝ
外国人英語講師・日本人英語専科
指導員配置、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｷｬﾝﾌﾟ、ｸﾞﾛ
（
ｰﾊﾞﾙ人材育成塾他◎２億 255 万円

◇ﾏｲｽｸｰﾙ五反田
◎608 万円
不登校児童・生徒の増加に対応を想定
し、現行のﾏｲｽｸｰﾙ八潮（適応指導教室、
八潮５丁目）に加え７～９年生（中学
生）向けの居場所（教室）を教育総合
支援ｾﾝﾀｰ（西五反田 6 丁目）に開設。
◇子どもの体力向上推進－小中学校に運動
専門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。ﾓﾃﾞﾙ校 20 校。
※参考 27 年度ﾓﾃﾞﾙ校：鈴ヶ森・浜川・山
中・城南第二小、鈴ヶ森・浜川・東海
中・品川学園など
◎2134 万円
◇学校改築－芳水小学校 ◎11 億 2898 万円
城南小・城南幼稚園（実施設計・改築準
備工事） ◎1 億 3623 万円
◇普通教室増設－鮫浜小他
◇便所改修－城南第二、
八潮学園他３校
◎3 億 9020 万円
◇校庭人工芝化－台場小・伊藤小
◎1 億 2535 万円
◇通学路防犯ｶﾒﾗ設置－鮫浜小・山中小・
鈴ヶ森小他４校
◎1484 万円
◇防犯ｶﾒﾗ更新－立会小、浜川中他５校
◇空調機改修－浜川小・立会小・八潮学園
◇普通教室等照明 LED 化－立会小他 4 校
◇給食施設全面改修－立会小
クイズの答え：②現在の
品川健康ｾﾝﾀｰ（北品川３
丁目）です。1964（昭和
39）年当時は、写真の建
物が品川区役所でした。
沿道で多くの区民が声援
を送りました。

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

４階

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！
☆ご希望の方に『区政報告』をお届けい
たします(送料は当方で負担します)。

ちょっとした話ながわ
◇ご存知ですか？
防犯カメラの維持費用
町会・自治会・商店街等が地域見守りのため
に防犯ｶﾒﾗを設置しています。東京都と区から
の助成を活用しています。ただし、この助成は、
設置費用への助成です。ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄにあたる維
持管理費（電気料金や東京電力の電柱使用料）
は、設置した町会などの全額自己負担で、重い負
担となっていました。そこで、28 年度から区
では、維持管理費の一部として、防犯ｶﾒﾗ１台に
つき 4000 円助成をすることになりました。
☆町会・商店街等の皆さんのご要望が実現しまし
た。
◎事業予算 241 万円

白ﾊﾞｲが先導しています

朝、駅前にいます！
◎『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。
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

