☆☆ 品川区イズ ☆☆

No.

56

Ｑ： 品川区では食材費の高騰、栄養摂取基
準の改訂から、区内の全小・中学校の学
校給食費を 9 月１日から値上げします。
新給食費（一食当たり）は、小学１・２
年生が、240 円（現行 210 円）、３・４年
が、260 円（230 円）
、５・６年が 280 円
（245 円）です。
中学生は、いくらになるでしょうか。

2008 年７月

品川区議会議員
無所属
高橋 しんじ

活動報告（一部）

☆各 7:00‑9:00 頃
◎『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。

大井警察署で犯罪状況を聞く
消防団練習見学
東海中学・日野学園運動会
消防操法審査会、しながわ花海
道ｺｽﾓｽ種まき等
6/18 鈴ヶ森小学校公開授業
6/19,20 第 2 回定例会 本会議
6/21 立会小学校ブックフェスタ
6/23,24 建設委員会
6/25 行財政改革特別委員会
6/28 ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（荏原文化ｾﾝﾀｰ）
6/29 ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ（南大井文化ｾﾝﾀｰ）
天祖諏訪神社茅の輪くぐり

高校野球
品川区内の高校の１回戦（２回戦）
こにテキストを入力してください。
は、以下の通りです。天候等で変更
の可能性がありますので、ご観戦の
際は、主催者などにご確認を。
都立小山台高 7/13 神宮第２ 12:30
攻玉社
7/13 都営駒沢 10:00
青陵
※残念！ 1‑6 都立広尾
朋優学院
7/10 神宮第２ 10:00
文教大付属
7/11 江戸川区 10:00
立正
7/12 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ 12:30

④400 円

それ、僕の…
カフェラテを
ください。

カフェラテの
お客様〜

ボ︑僕の 方が先に
注文したんだけど
⁝⁝

ＪＲ大井町駅前
京急青物横丁駅前
ＪＲ大森駅前
京急立会川駅前

6/11
6/12
6/14
6/15

同じものを
選んだのが
運のツキ⁝

月
火
木
金

③350 円

あちらで

朝、駅前にいます！

②320 円

お渡しします

◎日常活動の一部をご報告します
6/1 鈴ヶ森小運動会、天王祭
6/2 建設委員会
6/3 行財政改革特別委員会
6/4 地区委員会定例会
6/7 町会親睦旅行見送り、浜川中
学校運動会、伊藤学園運動会
6/8 少年野球防犯大会開会式、ｸﾘ
ｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（清掃活動）、町会
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会、品川神社例大祭
6/9 区民の方からご意見を伺う
6/10 品川区育成会職場見学（障害
者雇用施設）、しながわ観光
協会総会

①300 円

がんばれー!!

高 橋しんじ 事 務所
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
URL http://www.takahashi‑shinji.net/
☆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
品川区立鈴ヶ森小・中学校、早稲田実業高、
早稲田大学（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。
東京大学研究員、塾などを経て、教師（早
稲田実業高、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
2541 票の支持をいただき初当選！
しがらみのない無所属

無所属クラブ
区政報告

あいす

№56 2008 年７月
発行所 品川区議会無所属クラブ
発行者 高橋慎司（副幹事長）
〒140‑8715 品川区広町 2−1−36 ６階
Tel 03‑5742‑6864
Fax 03‑3772‑8878

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！

≪訂正とお知らせ≫
55 号の『あの街ズームイン！』の記事の中で
「12 学級の小学校は、1070 冊…」とあるのは
「12 学級の中学校は、10720 冊…」の誤りで
した。お詫びして訂正いたします。
※また、7/19.20 に大井競馬場で勝島町会の
夏祭りが開催されます。ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞのﾁｹｯﾄ
などが当る抽選会もあります！ ぜひ！
Ａ：正解は、②320 円。現行は、300 円です。
平成 10 年に値上げをして以来、10 年ぶり。
区では、値上げに伴い、約 1659 万円の補正
予算を組み、就学援助費等を増額しました。

政務調査費収支報告
◎

政務調査費は、会派（無所属クラブは 4
人で構成）に支給されています。
平成 19 年度分政務調査費の収支内訳を
次のとおりご報告いたします。

☆平成 19 年度分（19 年 5 月〜20 年 3 月）
収 入
政務調査費
（19 万円×4 人×11 ヶ月）

8,360,000

（参考：20/06/23 文教委員会資料）

☆平成 20 年４月１日現在☆
◎小学校（全 38 校）
・新耐震基準ｸﾘｱ １校
・校舎改築済み ５校
・耐震補強工事済み ９校
◎中学校（全 16 校）
・新耐震基準ｸﾘｱ ２校
・校舎改築済み
３校
・耐震補強工事済み ２校

☆20 年度に耐震補強工事実施☆
10 校
１校

調査研究費（調査・視察費・交通費等）

77,230

研修費（研修会参加費・交通費等）

27,100

会議費（会議開催経費・参加費等）

0

資料費（書籍・新聞・雑誌・資料購入代等）

165,418

広報活動費（広報印刷費・送料・交通費等） 1,193,197
事務費（事務用品機器購入費・HP 維持費等）

283,000

人件費（活動補助アルバイト代等）

522,000
2,267,945

【研修費】
・ローカルマニフェスト地方議員連盟研修会
・
「いま、なぜ後藤新平か」セミナー参加
・全国商店街サミット参加
・シンポジウム参加（テーマ『子育てと仕事
の両立はそれほど容易ではない』）

―区立小中学校の耐震化の現状―

◇耐震工事の進捗状況◇

◎小学校
◎中学校

出

合計

※支出項目の一部についてご説明します。
【調査研究費】
・国内視察−新潟市（市役所、旧議会等）
柏崎市（震災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加）
・全国都市問題会議参加−静岡市

区政研究ノート

支

☆校舎改築計画対象校☆
◎小学校 ６校
◎中学校 ３校
（小中一貫校建設も含みます）
⇒ 小学校は、38 校中 31 校、
中学校は、16 校中 11 校が耐
震化されるか、改築されることになります。
これ以外の学校（12 校）の耐震化に関しての
区側の説明は、
「新たな長期計画に基づいて、
平成 21 年度以降の補強工事または改築による
学校の耐震化計画を策定して、早期実現を目
指していく」ということです。
児童・生徒・教職員の生命にかかわること
であり、また、避難所の機能も持つ学校の耐
震化の早急な実施を強く求めていきます。

