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品川区議会議員 
 無所属 
高橋 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 
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 事 橋しんじ 務所 

No.78 

 
 
【新馬場～台場散策コース】 
新馬場駅⇒聖蹟公園（北品川２丁目、区史
跡「東海道品川宿本陣跡」）⇒御殿山下砲台
跡（1853 年ﾍﾟﾘｰ来航時の砲台の台座）⇒品
川浦船溜り（北品川 1 丁目付近、屋形船等
の船溜り）⇒天王洲ふれあい橋（港区との
境、夜はﾗｲﾄｱｯﾌﾟ。ﾄﾞﾗﾏにも使われます）⇒    
天王洲ｱｲﾙ駅⇒東京ﾃﾚﾎﾟｰﾄ駅⇒潮風公園（東

八潮 1 丁目、約 15.5 万㎢の広大
な都立公園。ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞやお
台場の景色は最高！）⇒船の科
学館（南極観測「宗谷」）⇒船の 

科学館駅（参考：東京都観光部発行マップ） 
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９．10 月運動会参加－品川育成会、
特別支援学級連合スポーツ大会、
立会小、浜川小、ぷりすくーる西
五反田、大井第一地区連合大運動
会、区立小学校連合体育大会他。 
▽学校給食展（19）、全国ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ﾌｪﾃｨﾊﾞﾙ（新潟、20-21）、東海道ま
つり（27）。 

9/25 第３回定例会（～10/22） 
10/6 決算特別委員会(～10/17) 
10 月学校公開・説明会など－鈴ヶ森
小、鮫浜小、鈴ヶ森中、浜川中（交
通安全教室）他。 

視察等－全国都市問題会議（新潟、
23-24）、建設委（愛知他、28-30） 

11 月展覧会見学－立会小、鮫浜小、
鈴ヶ森小、浜川小他。 

11/4.6.25-27 行革委・建設委 
11/20 第４回定例会（～12/5） 
▽大田ﾌｪｽﾀ（9）、議員研修会(13)、 
都立日比谷高 130 周年式典（22）、 
ﾏｲｶﾞｰﾃﾞﾝ南大井収穫祭（23）、図書
館総合展（横浜、28）、少年野球教
室（29、天王洲、元ﾔｸﾙﾄ古田氏他）、
６町会合同避難訓練（30）他。 

12 月餅つき大会－立会小、浜川小。 
▽中学生の主張大会・ぷりすくー
る西五反田おゆうぎ会・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 
 

協会納会（6）、議員研修会（12）、
大井第一地区少年野球閉会式
（13）、立会小音楽会（16）、鈴ヶ
森ﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ親子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・OB 戦
（21.30）、天祖諏訪神社大祓
（29）、歳末特別警戒（28.29.30、
地元町会、消防団）他。 
1 月▽鮫洲八幡神社・天祖諏訪神     
社へ初詣（1）、品川区新年名刺交
換会（6）、武道始式（10、大井警
察署）、大井消防団始式（11、き
ゅりあん、※私は新入団員です）、 
▽成人式（12、きゅりあん） 
 平成生まれの方が初めて参加。
新成人は約 2800 人（参加は約
1600 人）。今年は選挙の年なので
模擬選挙（『大好物選挙』でした）
実施。期待の無所属候補（塩ｷｬﾗ
ﾒﾙ）は、惜しくも３位でした。ち
なみに１位ﾍﾞﾘｰﾀﾙﾄ（甘党）、２位
ｷﾑﾁﾁｹﾞ（辛党）でした（笑）。 
☆式典での選挙啓発ｷｬﾗｸﾀｰです。 

   

 

 

高橋しんじプロフィール  

若草幼稚園、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 

活活活動動動報報報告告告（（（一一一部部部）））   
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今週の書架 

☆『数字でみるニッポンの医療』（読売新
聞医療情報部 講談社現代新書 720 円） 
 読売新聞の「医療の値段」というｺﾗﾑを
出発点としたもの。複雑な医療の仕組みを
数字（医療費など）を使って素朴な疑問に
対してわかりやすく説明してあります。 
 疑問は、「病気になるといくらかかる？」
「病院と診療所、どっちがお得？」「医師
になるのにどれくらいかかるか？」など。 
数字は、「深夜の救急受診 1 万円」「救急
患者の５割は軽症」「入院時の雑費 
おむつ代が月５万円」と並んでます。 

 

【中学校 16校】※は、小中一貫校 

中学校 

（一部） 

平成21年度

入学予定者数 

平成20年度

入学者数 

東海 １３３ １０３ 

城南 １３５ ８５ 

日野  ※ ２４９☆ １４３ 

浜川 １０３ ６８ 

伊藤  ※ ２９１☆ １８５ 

鈴ヶ森 １０４ ８８ 

八潮学園※ ８７  ６５ 

◎平成20年度区立中学校入学者は、合計1463

人。平成21年度区立中学校希望申請者は、合

計2135人。平成21年４月までに国・私立入学

者、転居者等によって変動があります。 

注：希望申請数は、平成20年10月31日 

現在。☆は、抽選となった学校。 

【小学校 38校】※は、小中一貫校 

小学校 

（一部） 

平成21年度

入学予定者数 

平成20年度

入学者数 

大井第一 １４２ １５０ 

山中  ５１  ４２ 

鮫浜  ２５  ３０ 

立会 １０１ １０５ 

浜川  ５３  ４６ 

伊藤  ５２  ７４ 

鈴ヶ森  ６３  ９４ 

城南  ４４  ５７ 

城南第二  ７４☆  ８４ 

原   ※ １２１☆ １０７ 

八潮学園※  ９４  ９１ 

◎平成 21 年度区立小学校希望申請者は、合

計 2240 人。原小…伊藤学園 

  ちょっとした話ながわ 

☆緊急総合経済対策実施へ！（1/7 発表） 
 品川区は、緊急雇用対策を含めた景気対策と
して延べ 110 件、約 15 億円規模の事業を平成
20 年度中に実施する（平成 20 年 1 月 19 日の
臨時区議会で議決されてから実施予定です）。 
【産業振興】 
▽中小企業事業資金融資あっせん（限度額引
上げ・３年間無利子等、予算額 12.9 億円） 

▽プレミアム付（10%割増）商品券発行（1
万円で 11000 円分買えます！！ 2900 万円） 

【工事】 
▽地域ｾﾝﾀｰ・きゅりあん 
等設備改修（約 1.8 億 
円） 

 

月 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 7:00-9:00 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。 

朝、駅前にいます！ 

▽学校プール・校舎等改修 
（約 2.4 億円）。 

【雇用促進】 
▽区内介護事業者に対し、新規雇用 1 人当り 100
万円助成（100 人）・ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ資格取得費用を 1
人当り 10 万円支援（1.1 億円）。 

▽保育士を補助する臨時職員を 160 人採用 
▽放置自転車防止警備・撤去活動増強（約 5500
万円）。 

▽環境実態調査ｽﾀｯﾌ採用（1980 万円）。 
 
◎（ ）内の予算額は 21 年度分を含むものもあり。 


