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No.
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！！

武蔵小山・西小山駅前広場完成！
☆５月 16（土）・
17（日）に『EBARA
夢フェスタ２０
０９』が開催され
ました。東急目黒
線の地下化に伴
って両駅前広場
の整備が進められていました。その完成式
典（17 日）です。荏原地区では、同時にｵﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ招致活動、ﾊﾟﾚｰﾄﾞ、ﾗｲﾌﾞ、盆踊り、模
擬店等多くのｲﾍﾞﾝﾄが開催され、たくさんの
人出で盛り上がっていました。今後の両駅
前及び周辺の発展が大いに期待されます。
また、16 日には、豊町 1 丁目にある国文
学資料館跡地（もと国有地で区が取得。右
写真）を公園として区民の皆さんに暫定的
に開放するための、式典が行なわれました。

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。

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

☆新聞に掲載されました！
去る 1/25 に実施された『議員力検定』
試験（模擬検定）を私が受験したこと
に関する記事が５/15 の東京新聞夕刊
に掲載されました。この検定は、市民
や議員が議会制 度や 政治 の知 識に挑
戦するものです。また、翌日の 5/16
「ｽｰﾊﾟｰﾓｰﾆﾝｸﾞ」
（ﾃﾚﾋﾞ朝日）でもこの
話題が取り上げられ、ちょっとだけ出演
しました。取材は 1 時間、放映は
30 秒！でした（笑）。本試験は
５/31 の予定です。改めて勉強す
るいい機会だと思っています。

参考：【事業と予算額】
◇武蔵小山・西小山駅周辺整備事業
東急目黒線上部緑道整備
３億 2400 万円
武蔵小山駅前広場整備事業 ３億 3400 万円
西小山駅前広場整備事業
２億 3600 万円
◇EBARA 夢フェスタ 2009
500 万円
◇国文学研究資料館跡地他 取得費
63 億 4600 万円
◇国文研究資料館跡地暫定整備工事
1 億 7000 万円
☆公園などの整備
等には多額の予
算が投入されて
います。また、
今後の維持管理
も同様です。

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
その他 各 7:00-9:30 頃

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。

☆HP からブログもお読み下さい！

ちょっとした話ながわ
≪ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの影響、ここにも…≫

無所属クラブ
区政報告

あいす

品川区では奈良・京都方面を予定してい
た荏原第 1 中学校・第３中学校の修学旅行
が延期になりました（5/18）。生徒がとても
楽しみにしていた行事ですので、いろいろ
な事情で難しい点もありますが、時期を変
えて実施できるように要望し
ていきます。
なお、小学校は、予定通り
実施しています（日光方面）。
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！

区政研究ノート
◎補助金って？？？

―区からの補助金について
―

補助金（ほじょきん）とは、「国また
は地方公共団体が、行政上の目的・効果
を達成するため、公共団体、経済団体、
企業、私人に対して、なんら反対給付を
受けることなく、一方的に支出する現金
給付のこと」をいいます。法令または予
算上補助金とよばれるものの他、補給
金、助成金、給付金、交付金、負担金、
委託金などを含めて用います。
地方公共団体（都道
府県市区町村）につい
ては、地方自治法第
232 条で「普通地方公
共団体は、その公益上
必要がある場合におい
ては、寄附又は補助をすることができ
る。」としています。補助金は、法律に
準じた各地方公共団体の規則・要綱など
によっています。
今回は、平成 21 年度の予算（平成 21
年 3 月成立）では、品川区からどれくら
いの補助金がどのような団体や事業等
に交付されているか、その一部をご報告
します。
☆補助金等は税金その他の貴重な財源で
まかなわれるものですので、有効に活用さ
れるべき性格のものです。
【団体名等】
【補助金額】
品川区国際友好協会
9679 万円
品川文化振興事業団
１億 9994 万円
※ﾒｲﾌﾟﾙｾﾝﾀｰ（ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ）の運営等

私立幼稚園
園児保護者補助金
保育料、入園料等
３億 8215 万円
区民まつり 1300 万円
消防団
1094 万円
品川区社会福祉協議会
２億 1375 万円
※介護福祉専門学校には
3231 万円
品川区知的障害者育成会
317 万円
※21 年度新規事業のため増額
さくら会（老人保健施設等） 7764 万円
品川区ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
7239 万円
高齢者向け優良賃貸住宅家賃助成
（ｹｱﾎｰﾑ西大井）
1290 万円
認証保育所運営費等助成 ４億 1053 万円
認証保育所利用助成
2423 万円
医師会
1120 万円
歯科医師会
414 万円
一般不妊治療助成
1400 万円
カラスの巣等撤去助成
220 万円
商店街活性化推進事業
２億 7060 万円
（アーケード整備等）
中小企業事業資金融資あっせん
（信用保証料補助）
８億 9523 万円
大崎駅西口中地区再開発事業補助
25 億 2832 万円
東五反田二丁目第２地区
再開発事業補助
21 億 8760 万円
教職員互助会
945 万円

◇補助金合計は、107 億 7934 万円

