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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 

   ☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
    品川区には、江戸時代末期にいくつ

かの藩のお屋敷がありました。土佐藩（高
知県）下屋敷もその 1 つです。この下屋敷
があった地域の有志の方々が土佐藩出身の
坂本龍馬（来年の NHK 大河ドラマは『龍馬
伝』！）にあやかって今年９月には品川龍
馬会を結成するなどして地域の活性化を目
指しています。さて、この土佐藩の下屋敷
跡にある学校は次うちのどこでしょうか？ 
①浜川小学校 ②浜川中学校③鮫浜小学校 
④鈴ヶ森小学校 ⑤鈴ヶ森中学校 
⑥城南小学校 ⑦品川エトワール女子高校 
 

・義務教育施設整備基金積立金－学校建築、小
中一貫校整備向け積立 ◎20 億 4500 万円 

    （21 年度末基金見込額 119 億 3599 万円） 
・区独自採用教員経費（品川区内のみ勤務） 

－区独自採用教員５人（今後５年間で 30 人
採用）※今年４月から勤務 ◎3379 万円 
１年間任用教員 10人    ◎6754万円 

・すまいるｽｸｰﾙ運営費－全小学校 38 校。職員給
与（41 人）、運営委託費等◎11 億 8457 万円 

・特別支援学級経費－介助員等委託費 
              ◎1 億 5392 万円 

・学校環境整備事業 
          －ﾌﾟｰﾙ整備（浜川小・宮

前小）   ◎1413 万円 
・校舎等耐震補強費－小学
校７校、中学校３校 

             ◎16 億 2357 万円 
 

・給食運営費－学校給食調理代行拡大 
  29 校⇒38 校   ◎10 億 4722 万円 
・区立小中学校図書館環境整備－８校（城
南小など４校、鈴ヶ森中など４校、区
立図書館とﾈｯﾄﾜｰｸ化等）整備で区内全
校整備完了      ◎２億 287 万円 

・学校評価実施経費－校区外部評価委員
会、専門外部評価委員会  ◎985 万円 

・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ派遣費－14 人 ◎3634 万円 
・適応指導教室運営費－不登校児童生徒
に対する相談・指導、学校復帰支援。 

 教育相談員等雇用経費他 ◎6454 万円 
・小中一貫校推進経費－八潮地区・荏原
西地区・品川地区・荏原東地区 

            ◎62億9596億円 
・学校改築推進 
経費－第一日 
野小・荏原六 
中など５校 
◎62 億 228 
万円 

☆№81 から平成 21 年度の予算概要（歳出
1390 億円の一部）を項目別にお知らせして
います。    ☆は新規事業。◎は予算額。 

 

277.9 億円、歳出の 20.0％ 

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 
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    区政報告 

・有料駐輪場の整備－大森駅前 
  水神口（204 台）増設。 
  ◇ご要望が実現しました！ 
 ※大森駅他２ヶ所◎4950 万円 
・駅エレベータ設置助成－京急青物横丁駅 
                 ◎2660万円 
・鮫洲運動公園改修基本・実施設計 
 －22 年度全面改修に向けて◎1630 万円 
・立会川浄化対策       ◎2426 万円 
・水とみどりのみち整備事業－八ッ山・元

なぎさ通り改善基本計画作成 
☆◎1811 万円 

・交通安全普及啓発経費－スタントマンに
よる自転車安全教室他   ◎1193万円 

・八潮北公園改修工事－野球場・ﾃﾆｽ場⇒多
目的広場(野球含む)   ◎３億 6700万円 

・仮称鮫洲入江埋立公園整備基本設計 
                  ◎860 万円 
・しながわ区民公園北側ｿﾞｰﾝ改修基本設計 
 少年野球場⇒多目的広場に◎1570 万円 
・商店街電線類地中化事業－北品川、戸越
銀座地区（約２km） ◎17 億 9255 万円 

・借上型区民住宅管理費 
借上料◎５億 9596 万円 

・子ども達による基本構 
想策定記念公園づくり 
－子供たちのｱｲﾃﾞｱによる公 
園づくり  ◎1204 万円 

 

・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券付区内共 
 通商品券発行－10%の 
 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分（2000 万円） 
等を助成 ☆◎2543 万円 

  ※発行額２億 2000 万円 
  緊急経済対策。発行時期は４月（予定） 
・小規模商店街再生ﾓﾃﾞﾙ事業 
－個別再生ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定・実施事業への支援 
                 ◎1600万円 
・創業支援等施設開設（武蔵小山駅前） 
 －商業･ｻｰﾋﾞｽ系ﾋﾞｼﾞﾈｽ創業拠点、「子育

て」「子ども」「女性」がｷｰﾜｰﾄﾞのﾋﾞｼﾞﾈ
ｽの重点支援拠点等☆◎1億8570万円 

・観光ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの推進－商業観光課新設。 
 まち歩きｲﾍﾞﾝﾄ・観光ｶﾞｲﾄﾞ養成講座実施、
観光ｽﾎﾟｯﾄ案内標識設置、観光ﾏｯﾌﾟ作成等 

                    ☆◎4628万円 
 

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 7:00-9:30 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！ 

＊議会日程です＊ 
◎本会議：2/25 区長施政方針、代表質問 

26 代表質問、一般質問 
27 一般質問 
 

◎委員会：常任委員会 3/2－3 
     特別委員会 

・行財政改革 3/4 
      ・街づくり   3/5 
         ・予算    3/6.9.10.12 
                         13.16.23.26 

        

クイズの答え：② 東大井３丁目
付近にありました。ペリーの黒船
来航に備えた浜川砲台は現在の
立会川河口付近にあったとされ
ています。また、高知市から龍馬
像が区に贈呈されています。 

（東京新聞 09/02/14） 

235.2 億円、歳出の 16.9％ 

29.5 億円、歳出の２,１％ 

・東急目黒線上部緑道整備－西小山～洗足
駅間約 270m     ◎１億 2753 万円 

・水辺とみどりの実態調査－区内運河等の
現地調査・区民意向調査実施など。 

 ※雇用促進事業（延 300 人雇用）です。 
              ◎2780 万円 
・「おうちで“しな水”」－しながわ水族館
内に Web ｶﾒﾗを設置し水族館ホームペー
ジでライブ配信     ☆◎３００万円 

 


