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No.118    

    
品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    
    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    
※毎週、区政や区内の出来事 

についてご報告しています 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
海徳寺海徳寺海徳寺海徳寺（（（（南品川南品川南品川南品川１１１１丁目丁目丁目丁目））））には、ﾕﾆｰｸ

なお地蔵様がまつられています。元巨人軍元巨人軍元巨人軍元巨人軍
のののの王貞治選手王貞治選手王貞治選手王貞治選手が選手として活躍していた
頃、病気を患った少年に「僕もﾎｰﾑﾗﾝ王にな
れるように頑張るから、君も病に負けない
ように頑張れ」と励ましたｴﾋﾟｿｰﾄﾞにちなん
で作られたものです。その愛称は？ 
☆ﾋﾝﾄ：王選手の愛称は、ワンちゃんでした。
また、そのﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞﾌｫｰﾑは、一本足打法で、
ﾌﾗﾐﾝｺﾞ打法と呼ばれました。 

参考：『広報しながわ 09/1/1』 
① ﾜﾝちゃん地蔵 ②ﾎｰﾑﾗﾝ地蔵 
③ ﾌﾗﾐﾝｺﾞ地蔵 

   育・子育て 
1/30 小中一貫教育全国小中一貫教育全国小中一貫教育全国小中一貫教育全国ｻﾐｯﾄｻﾐｯﾄｻﾐｯﾄｻﾐｯﾄ開催開催開催開催 伊藤学園に 1500 人         
3/20 児童児童児童児童ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ    ﾃｨｰﾝｽﾃｨｰﾝｽﾃｨｰﾝｽﾃｨｰﾝｽﾞ゙゙゙ﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ開催開催開催開催【109 万円】 
3/25 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援「「「「のびのびのびのびのびのびのびのびﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｲｱﾘｰｲｱﾘｰｲｱﾘｰｲｱﾘｰ」」」」完成完成完成完成・・・・配布配布配布配布 
   ・育児育児育児育児ｶﾚﾝﾀｶﾚﾝﾀｶﾚﾝﾀｶﾚﾝﾀﾞ゙゙゙ｰーーー、、、、子育子育子育子育てのてのてのてのｺﾂｺﾂｺﾂｺﾂをををを掲載掲載掲載掲載【1837 万円】    
4/1  品川区独自採用教員第一期生品川区独自採用教員第一期生品川区独自採用教員第一期生品川区独自採用教員第一期生５５５５名採用名採用名採用名採用    

【3379 万】 
5/13 第第第第１１１１回幼回幼回幼回幼・・・・保保保保・・・・小連携小連携小連携小連携にににに関関関関するするするする検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会        
9/１ 小中一貫校八潮学園新校舎完成小中一貫校八潮学園新校舎完成小中一貫校八潮学園新校舎完成小中一貫校八潮学園新校舎完成    【建設工事 17 億 1355 万円】 

10/15 待機児解消緊急総合対策発表待機児解消緊急総合対策発表待機児解消緊急総合対策発表待機児解消緊急総合対策発表  【平成22年度に予算化】 

   祉・健康 
2/6  品川区初品川区初品川区初品川区初のののの小学生認知症小学生認知症小学生認知症小学生認知症ｻﾎｻﾎｻﾎｻﾎﾟ゚゚゚ｰﾀｰｰﾀｰｰﾀｰｰﾀｰ誕生誕生誕生誕生    
3/18 東大井地域密着型多機能東大井地域密着型多機能東大井地域密着型多機能東大井地域密着型多機能ﾎｰﾑﾎｰﾑﾎｰﾑﾎｰﾑ完成記念式典開催完成記念式典開催完成記念式典開催完成記念式典開催    

（（（（東大井東大井東大井東大井５５５５丁目丁目丁目丁目）））） 
【工事費等 8 億 1262 万円、運営経費 448 万円】 

    ・都南病院跡に高齢者施設と保育園等の複合施設が完成 
4 月  「「「「親子見親子見親子見親子見つめあいつめあいつめあいつめあい事業事業事業事業」－」－」－」－発達障害児発達障害児発達障害児発達障害児をををを地域地域地域地域でででで支援支援支援支援【361 万円】 
4/１ HIBHIBHIBHIB（（（（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｲﾝﾌﾙｴﾝｻｲﾝﾌﾙｴﾝｻｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ゙゙゙菌菌菌菌 bbbb 型型型型））））ﾜｸﾁﾝﾜｸﾁﾝﾜｸﾁﾝﾜｸﾁﾝのののの任意予防接種費用一部助成開始任意予防接種費用一部助成開始任意予防接種費用一部助成開始任意予防接種費用一部助成開始 
                         【1024 万円】 
4/18 新型新型新型新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｲﾝﾌﾙｴﾝｻｲﾝﾌﾙｴﾝｻｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ゙゙゙対策対策対策対策－－－－危機管理対策本部設置危機管理対策本部設置危機管理対策本部設置危機管理対策本部設置【総事業 3107 万円】 
7/4  健康大学健康大学健康大学健康大学しながわしながわしながわしながわ開校式開校式開校式開校式 
 

2009200920092009 年年年年のののの品川区政品川区政品川区政品川区政をををを分野別分野別分野別分野別にににに振振振振りりりり返返返返りますりますりますります。【。【。【。【    】】】】はははは予算額予算額予算額予算額ですですですです    

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 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

№118 2009 年 12 月 
発行所 品川区議会無所属クラブ 
発行者 高橋慎司（副幹事長） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！ 

無所属クラブ 
    区政報告 

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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！ 
クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ::::②②②②王選手は､新人の頃、
心臓病の少年にﾎｰﾑﾗﾝ王になることを
誓った。少年は 14 歳で亡くなったが、
何度もお墓参りをし、ﾎｰﾑﾗﾝの世界記録
樹立の時も報告に訪れた。ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｯﾄｯﾄｯﾄｯﾄをををを抱抱抱抱いいいい
たたたた地蔵像地蔵像地蔵像地蔵像がががが少年少年少年少年のののの墓墓墓墓です。 

（参考：『しながわの史跡めぐり』） 

 
今週の書架 

☆☆☆☆『『『『日本日本日本日本がもしがもしがもしがもし 100100100100 人人人人のののの村村村村だったらだったらだったらだったら』』』』    
（（（（池上彰池上彰池上彰池上彰    マガジンハウスマガジンハウスマガジンハウスマガジンハウス    952952952952 円円円円））））    

数字からﾆｯﾎﾟﾝの今と未来が見えてきま
す。著者は、ﾆｭｰｽをわかりやすく解説する
人物。100100100100 人人人人のうちのうちのうちのうち、「、「、「、「50505050 人人人人はははは東京東京東京東京やややや大阪大阪大阪大阪
のののの大都市圏大都市圏大都市圏大都市圏にににに住住住住んでいますんでいますんでいますんでいます」」」」「働く人は 50
人です」「73 人がﾊﾟｿｺﾝを持っています」
「「「「1.51.51.51.5 人人人人がががが認知症認知症認知症認知症ですですですです」」」」「4 人は介 
護が必要です」。「小中学生 100 人 
のうち 40404040 人人人人はははは学習塾学習塾学習塾学習塾にににに通通通通っていっていっていってい    
ますますますます」。など興味深い内容です。 

 

   境 
  7/1 ｴｺﾎｴｺﾎｴｺﾎｴｺﾎﾟ゚゚゚ｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄのののの区内共通商品券区内共通商品券区内共通商品券区内共通商品券とととと

のののの交換開始交換開始交換開始交換開始     
7/25～第第第第１１１１回太陽回太陽回太陽回太陽ｴﾈﾙｷｴﾈﾙｷｴﾈﾙｷｴﾈﾙｷﾞ゙゙゙ｰーーー見本市開催見本市開催見本市開催見本市開催    

【120 万円】 
7/25 「「「「涼涼涼涼のみちのみちのみちのみち」」」」整備整備整備整備－－－－区内区内区内区内３３３３ヶヶヶヶ所所所所

目目目目のののの保水性舗装道路完成保水性舗装道路完成保水性舗装道路完成保水性舗装道路完成    
    ・一般道路よ 

り 10℃下 
げる効果 
のある道 
路。宮前 
商店街に 
約 180m 
完成。 

【2985 万円】 

   活 
3/31 地域振興基金地域振興基金地域振興基金地域振興基金のののの創設創設創設創設    

【500 万円】 
6,9 月    しながわしながわしながわしながわﾏﾘｯｼﾏﾘｯｼﾏﾘｯｼﾏﾘｯｼﾞ゙゙゙ｻﾎｻﾎｻﾎｻﾎﾟ゚゚゚    

ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄ充実充実充実充実【241 万円】    
5/16・17 EBARA EBARA EBARA EBARA 夢夢夢夢ﾌｪｽﾀﾌｪｽﾀﾌｪｽﾀﾌｪｽﾀ 2009200920092009【500 万円】 
    ・武蔵小山・西小山駅前広場 
     完成等 
6/24 地域国際交流懇談会開催地域国際交流懇談会開催地域国際交流懇談会開催地域国際交流懇談会開催 
9/10 ｽﾀﾝﾄﾏﾝｽﾀﾝﾄﾏﾝｽﾀﾝﾄﾏﾝｽﾀﾝﾄﾏﾝをををを活用活用活用活用したしたしたした自転車交通自転車交通自転車交通自転車交通

安全教室安全教室安全教室安全教室【啓発費等 1193 万円】 
10/6 品川品川品川品川ｼｪﾙﾀｰｼｪﾙﾀｰｼｪﾙﾀｰｼｪﾙﾀｰ設置助成第設置助成第設置助成第設置助成第１１１１号号号号 
      【設置支援 1200 万円】 
10/11～品川歴史館特別展品川歴史館特別展品川歴史館特別展品川歴史館特別展「「「「品川品川品川品川をををを愛愛愛愛

したしたしたした将軍徳川家光将軍徳川家光将軍徳川家光将軍徳川家光」」」」開催開催開催開催    

  の他 
4/1 品川区新長期基本計画品川区新長期基本計画品川区新長期基本計画品川区新長期基本計画    

をををを策定策定策定策定     
   ・「品川区基本構想」の実現の

ための具体的内容【2560 万円】 
7/11,8/29 ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ﾝﾀﾝﾀﾝﾀﾝﾀﾞ゙゙゙ﾑﾑﾑﾑのののの前前前前でででで選挙啓発選挙啓発選挙啓発選挙啓発 
     【臨時啓発費合計626万円】 
   ※7/12 都議選、8/30 衆院選 
9/6 地区総合防災訓練地区総合防災訓練地区総合防災訓練地区総合防災訓練にににに大使館関係大使館関係大使館関係大使館関係

者者者者などがなどがなどがなどが初参加初参加初参加初参加    
10/8 台風台風台風台風 18181818 号号号号でででで水防本部立水防本部立水防本部立水防本部立ちちちち上上上上げげげげ 
10/26 「龍馬伝龍馬伝龍馬伝龍馬伝」」」」ｻﾐｯﾄｻﾐｯﾄｻﾐｯﾄｻﾐｯﾄのののの共同開催共同開催共同開催共同開催    
                ・８市 1 区（品川区）が連携 
12/1 区広報番組区広報番組区広報番組区広報番組のののの動画配信開始動画配信開始動画配信開始動画配信開始    
       【配信委託 520 万円】 

  業経済・土木 
1/2 旧東海道旧東海道旧東海道旧東海道にににに品川宿交流館本宿品川宿交流館本宿品川宿交流館本宿品川宿交流館本宿おおおお    

休休休休みみみみ処交流館開館処交流館開館処交流館開館処交流館開館【7190 万円】 
1/19 補正予算補正予算補正予算補正予算でででで緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策    
1/29 定額給付金事業実施本部設置定額給付金事業実施本部設置定額給付金事業実施本部設置定額給付金事業実施本部設置  
4/20 ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑ品川区内共通商品券発品川区内共通商品券発品川区内共通商品券発品川区内共通商品券発

売開始売開始売開始売開始【ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分等 2543 万円】 
5/16 （（（（仮称仮称仮称仮称））））国文学資料館跡地公園国文学資料館跡地公園国文学資料館跡地公園国文学資料館跡地公園

のののの開放記念式典開放記念式典開放記念式典開放記念式典【設計620万円】 
7/2 都内初企業向都内初企業向都内初企業向都内初企業向けけけけｲﾝﾌﾙｴﾝｻｲﾝﾌﾙｴﾝｻｲﾝﾌﾙｴﾝｻｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ゙゙゙講演会講演会講演会講演会

開催開催開催開催 
7/8 しながわしながわしながわしながわ水族館水族館水族館水族館「「「「東京湾東京湾東京湾東京湾にににに注注注注ぐぐぐぐ

川川川川」」」」ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟ゚゚゚ﾝﾝﾝﾝ    
11/19～ﾀｲﾀｲﾀｲﾀｲでででで中小企業中小企業中小企業中小企業ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ゙゙゙    
  【ものづくり産業支援 1018 万円】 

一年間ご愛読有難うございました。来年も頑張ります！ 


