
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ☆☆ 
 

   品川区内には、歴史上で有名な人物
のお墓があります。次のうち品川区に 

ないものはどれでしょうか？（２つです） 
①井伊直弼の墓 
（江戸時代幕末の大老。桜田門外の変で
44 歳で暗殺される。） 

②山内豊信（容堂）の墓 
（土佐藩 15 代当主）  
③勝海舟夫妻の墓 
（江戸時代の幕臣） 
④板垣退助夫妻の墓 

 （明治時代の政治家） 
⑤伊藤博文の墓 
（明治時代の政治家） 
 

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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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 

            ◎前号の続きです。 
                  一部省略しています。 
Ｑ：中学校教員の部活動手当（東京都が支給）
は、土または日曜日に１日４時間以上勤務し
た時、練習で 1600 円。公式戦引率（８時間勤
務）は 1700 円（交通費は支給されず）。これに
区として独自に上乗せするつもりはないか。 

Ａ：区は、平日の勤務時間外に指導した場合に、
部活動指導援助費として 1000 円の手当で支
援しているが、予算的に少額で、すべての教
員に年間を通じては支給できていない。 

☆教員の部活動指導を財政面からもっと支援す
るように要望します※1600 円や 1700 円は、
時給ではありません。１日当りの手当です。 

Ｑ：区独自採用教員について。①採用試験問題
の公表を。②合格者の配属先は。【3379 万円】 

Ａ：①試験問題（一般教養）は、業者が作成し
た。著作権の関係で公表できない。②中学校
３人、小学校２人（合格者で辞退者はいない）。 

Ｑ：伊藤学園①・日野学園②の管理維持費は、
年間いくらか。【学校管理維持費  小学校 
7 億 2875 万円 中学校 5 億 5 万円】 
Ａ：小中あわせて、①5700 万円。ﾌﾟｰﾙ維持費
を分離した額はわからない。②4000 万円。 

 

☆今後、公共施設では、維持管理費を踏 
まえた設計・工事を進めてもらいたい。 

Ｑ：保育士は、各区が独自に採用し、幼稚園
教諭は、23 区で一括採用（その後各区に
配属）である。意欲ある幼稚園教諭を品川
区で独自に何人か採用してはどうか。 

Ａ：その考えはない。 
☆幼稚園・保育園一体化や幼保小一貫教育を
進めるならば、幼稚園教諭も区独自採用を。 
Ｑ：特別支援教育について。①介助員等委託
経費が 20 年度から約 300 万円減。介助員・
学習支援員の派遣人数や回数が減るので
は。また、この財源は。②介助員等（区独
自の事業）は、本来、義務教育に必要な事
業であるので国が責任を持つべきである
という視点で国に求めるべきではないか。 

【介助員等委託経費 1 億 5392 万円】 
Ａ：①介助員等の報酬 
単価が 1500 円から 
1400 円になったので。 
また、財源は、区の一 
般財源（国の財源では 
ない）。②※区から明確 
な答弁はありませんでした。 

 

予 算委員会で質問しました ② 
教育費 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

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！ 

クイズの答え：①③ ①世田谷区
豪徳寺内。③大田区南千束の洗足
池公園内。正妻民子の墓と並ぶ。
②東大井４丁目の大井公園脇。46
歳で急逝。④北品川３丁目の品川
神社社殿の裏。享年 83 歳。⑤西
大井６丁目。今年は没後 100 年で
墓所公開の予定。 
（参考：タウンボイス №216 他） 
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

 
今週の書架 

☆『日本人 数のしきたり』 
（飯倉晴武 700 円 青春出版社） 

私達が日頃から使っている「数」には、伝
統に基づいた意味が込められています。「一
のしきたり」から「百・千・万・億のしき
たり」まで、数にかくされた日本人の知恵
と伝統を知ることができます。目次には、
「なぜ、神社では、二礼二拍手一礼なのか」、
「美男子をなぜ二枚目と呼ぶか」、 
「五月五日はもともと子どもの日 
ではなかった」などが並んでます。。 
 

無所属クラブ 
    区政報告 

○国の施策 ◎区の施策 
◇値下げの春 
 ・食パン、チーズ類値下げ 
 ・ユニクロや西友がジーン 

ズなど値下げ 
 ・ワタミやロイヤルホストで値下げ 
 ・「燃油特別付加運賃」（ｻｰﾁｬｰｼﾞ）値下げ 
  ⇒欧米往復4万 4千円が 7千円に（日航等） 
 ・東京電力など 6 社 

⇒電気料金を月額 73～267 円値下げ 
 ○週末の地方高速道路⇒「1000 円」に 
○住宅ローン減税 
⇒ﾛｰﾝ残高に応じ最大 500 万円（10年間で） 

 ○低公害車購入時に自動車取得税等を減税 
◇三越・伊勢丹・イトーヨーカ堂等で閉店時間
を 30 分～1 時間繰り上げ 

○国民健康保険料引上げ 
 ⇒月額 250 円引上げ、1 万 4660 円に 
○後期高齢者医療制度保険料見直し 
 ・年金収入年 80 万円以下の人 
   ⇒月平均 500 円が 350 円に 
 ・年 80 万円～168 万円の人 
   ⇒月平均 500 円が 1000 円に 
○ねんきん定期便スタート 
   ⇒国民年金・厚生年金加入者の毎年の誕

生日に加入履歴などを送付 

○改正雇用保険法本格スタート 

   雇用保険料率引き下げ（2009 年度限り） 

   ⇒月給の 1.2％（労使折半）が 0.8％に 

○小学校の授業時間増加（学習指導要領改訂） 

 ⇒全学年で授業総時間数が 1 週間あたり 1 

時間増加 

◎区独自採用教員の任用開始 

 ４月から５人配属【事業費総額1億430万円】 

◎プレミアム付品川区内共通商品券発行 

 ※4/20-5/29 販売   【予算額 2543 万円】 

◎地域振興基金・区民活動団体への助成制度の

創設             【847 万円】 

◎ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｂ型（Hib）ﾜｸﾁﾝ予防接種助成開始 

               【1024 万円】 

◎高齢者向け優良賃貸住宅の整備 

東大井４丁目      【16 億 1900 万円】 

◎知的障害者の外出をサポート     

⇒サポート主体の NPO 法人に助成【257 万円】 

◎地球温暖化対策地域推進計画の策定 

【1299 万円】 

◎２区（目黒区・品川区）連携による目黒川浄

化実験              【4220 万円】 

◎品川区役所組織が４月から変わります! 
詳細は、「広報しながわ 
4/1 号」をご覧下さい。 
庁内配置も変わります。 
 
（参考：朝日新聞・ 
読売新聞 090331） 

4 月から変わります！ 

≪お詫び≫先週の『しんじ新聞』配布は、視察・研修会
出席のためお休みさせて頂きました。 


