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高 事 務所 橋しんじ 

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 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区 高橋しんじ   検索 
☆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。 
 

 

☆☆ 品川区イズ 638☆☆ 
◇『小中学生の生活状況調査』結果 

 区では、昨年 6～７月に区立学校に在籍す
る 2 学年と 9 学年（中３）の保護者に調査を
しました。『世帯収入』の質問。「1000万円以
上」と答えた世帯は、何％でしょうか。 
① 2.9％ 
② 8.5％ 
③16.5％ 
④20.8％ 
⑤47.9％ 

◎難易度☆☆☆ 
（1/23文教委員会資料より） 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

 
 

 

 

昨年 11/8～22 の決算特別委員会（令和３
年度の歳入・歳出）での私の質問（一部）を
ご報告します。 
Ｑ：私の質問   Ａ：区の答弁  
◎令和３年度決算額 ☆私のコメント  
・歳出 区民１人当たり 約 60万円 

 

 

A:①人道橋と花海道の改修、新浜川公園の
改修の 3 本立てで進めている中で、まず
は勝島人道橋。都の港湾局との協議をし
て進め、回遊性を上げたい。 
 

  
 

防潮堤のかさ上げは橋の形状に影響がな
いと考える。 

 ②ﾔﾏﾀﾞ電機内のｴﾚﾍﾞｰﾀｰは、朝は 8 時半か
らだったと思う（注 確認したところ 10
時からでした）。区はﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ計画を進めて
きた。ｽﾛｰﾌﾟを上がってもらうのを 1 つの
ﾙｰﾄとして示している。また、きゅりあん
内のｴﾚﾍﾞｰﾀｰをうまく活用してほしい。ま
ずは、現地の確認、ﾔﾏﾀﾞ電機に状況をうか
がう等から始めていければと思う。 

 ③委託費は財政当局とも協議しながら、 
ｼｰﾘﾝｸ （゙注 予算要求基準。令和 5年度予
算で区長は 5％のマイナスを指令しまし
た）はかけず（＝マイナスせず）に決定し
ている。福祉団体向けの予算なので一定配
慮しているが物価高等の影響もあるので
予算要求段階で団体からよく意見を聞く。 
☆①円滑な人道橋の整備を求めます。 
  ②1階は売り場とのｼｬｯﾀｰがあるので利用
可能。問題は 2 階。ﾊﾞｰｶﾞｰｷﾝｸﾞやﾔﾏﾀﾞ電
機とどう遮断するかの工夫（工事など）が必
要。区の積極的な協議を求めます。 

 ③委託費の増額は、施設の方々の工賃アッ
プへつながります。ぜひ、増額を。  

 

No.638 

 
 

2023 年１，２月 

《勝島人道橋、JR 大井町駅中央東口
エレベーター設置などについて》 

①勝島人道橋の整備と廃止された浜川ポンプ
場との関係。また、東京都が東京湾沿岸の

防潮堤の 1/2を 2100年までに最大 1.4ｍ
かさ上げすると発表した。この影響は。 

②大井町駅中央東口のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 
が進まない。東大井 3 丁目や東京品 
川病院方面からの利用者は階段を使 

用する。ヤマダ電機ﾃﾞｼﾞﾀﾙ館内のｴﾚ 
ﾍﾞｰﾀｰ（ﾊﾞｰｶﾞｰｷﾝｸﾞ脇）を活用でき 
るようﾔﾏﾀﾞ電機と交渉してきたのか。 

③区内公園清掃を障害者施設に委託してい
る。委託費は令和 2 年からずっと同額であ
る。委託費の増額を求める。 

 
 

しがらみのない無所属 

平成３１年 4月 6,205．403票（１位）の 
ご支持を頂き、現在４期目。若草幼稚園、品川

区立鈴ヶ森小・中学校、早実高、早大（政経学
部政治学科 専攻は地方行政）・同大お学院博
士課程で学ぶ。東大研究員、塾などを経て、教
師（早実高、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 年初当選
（2541票）、平成 23年 5232票（１位）。平成
27年 5551票（58票差で 2位）。『議員力検定
１級』☆初心を忘れずにガンバります！ 
 
合格☆初心を忘れずにガンバります！ 

 

高橋しんじプロフィール 
Ｚ 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月・水 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！ 

 

 
 

 
 

発行者：高橋慎司 Tel０３‐５７４２－６８６４ 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

☆ご希望の方に『区政報告』（「しんじ新

聞」）を郵送でお届けいたします(送料

は当方で負担します)。 
 
 
 
 
 

A：①工事事故については、今後、適切に安
全管理を行っていく。太陽光ﾊﾟﾈﾙの維持は、
落ち葉や鳥類のフン等の日常の汚れを確認
し、ﾊﾟﾈﾙ清掃をきちんと進めていく。 

 ②区内の清泉女子大、青稜中高と連携して
学生主導の講座を行う予定。登録ボランテ
ィアは 27名。うち高校生 3名、大 

 学生 2名。若い世代が積極的に施設 
運営に関わってくれて本当にありが 
たい。 

A:どのようなことができるか、なかなか 
主体的には難しいところであるが障害者
の方々が働くことは大事であるので、今
後も研究させてほしい。 

☆障害者の生きがいにつながり、公衆浴場とも
ウィンウィンの関係になる事業です。役所の縦
割りの弊害を乗り越えて、連携を求めます。 

 
 

区 HP より 
 

《エコルとごし（区立環境学習交流施設）》 
①令和 3 年度に監査委員がこの施設の工事
監査をし、数点の指摘があった。今後どう対
応していくか。 

②中学、高校、大学等の若い世代が『エコルと
ごし』にかかわり続ける仕掛けづくりを。 

《公衆浴場の清掃と障害者施設》 

ある区の NPO 法人の B 型作業所（障害者
施設）が公衆浴場の清掃事業を行ってい 

る。双方にとって良い事業で
ある。商業ものづくり課が健
康課と連携して B 型作業所
と公衆浴場のマッチングを
進めてほしい。 

 クイズの答え: ⑤47.9％。平成 23 年
度調査（12 年前）では 33.1％でした。 
①2.9％⇒200～300 万円、②8.5％⇒
300～500万円、③16.5％⇒500～750
万円、④20.8％⇒750～1000万円未満 
回答者数 2,365人。回答率 50.4％（対
象者数 4,690人）。23年度調査と比べ、
全体として世帯収入は増加傾向です。 
 
 

《その他の質問》 
◇区の起債（＝借金）の方法について 
◇新庁舎建設（400億円以上）の財源について 
 

エコルとごし（区立環境学
習交流施設）＝豊町 2丁 

目戸越公園内。体感を重視した展示や多彩
なイベント・講座で、環境を楽しみながら
学べる施設。令和４年５月開館。入館無料。 
・建設費等約  約 16億 7千万円  
・年間運営費 約  1億 4,100万円 

 

キーワード 

《区立幼稚園 3園廃園決定について》 
☆教育委員会での審議・決定を経ずに、子ども
部と区長が廃園を決定した経緯に課題があ
り、法的に問題があることを指摘しました。そし
て、その決定を取り消して（フラットな前提で）、
教育委員会で審議・決定するべきであることを
求めました。この件は一般質問（11/27）でも
取り上げました。（633号で特集しました） 

 

№６３８ 2023年 １、２月 

◇区立鈴ヶ森小学校（南大井 4丁目）、改築へ 
 1/20、区の HP に「『鈴ヶ森小学校校舎改築基本
設計等業務委託』の事業者公募」が掲載されました。
これは、令和 5、6 年に校舎改築の設計を行う事業
者を公募するものです。このことから令和 5年度予 

算に設計費用（約 1億円？）が計上さ
れると考えられます。今後の流れは、
令和 6年度実施設計（＝より詳細な設
計）、令和 7 年度～改築工事（約 5 年
間位）となることが予想されます。   
詳細が判明次第ご報告します。 

今、学校では 

《小学校改築について》 
①城南第二小学校（東品川 3丁目）は、令 
和 3年度基本設計、4年度実施設計。 
工事等は計画通り進んでいるか。 

②鈴ヶ森小（南大井 4 丁目）は、地域のご期

待、ご希望が多い。4 年度現況調査が行わ
れた。今後、改築の流れに乗っていくか。 

A:①予定通り進んでいる。令和 10、11年度
程度ですべてが完了する予定。②今後の予
定は、非常に有力な改築の候補校である。 

☆このやりとりは 11/17 時点。鈴ヶ森小学校の
今後の改築の流れは、上記の『今、学校では』
でご報告したようにほぼ明らかになりました。 


