
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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No.126    

    
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    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
『占用料』をご存知ですか？ 

地方自治体は、公園や道路を使用する者か
ら使用料使用料使用料使用料（（（（占用料占用料占用料占用料といいますといいますといいますといいます））））をををを徴収徴収徴収徴収するするするする
ことができます。品川区でも占用料を徴収
しています。例えば、公園に公衆電話所を
置くと NTT から一カ月につき 
878 円徴収します。さて、 
道路道路道路道路にににに電柱電柱電柱電柱をををを設置設置設置設置するするするする場合場合場合場合、、、、    
１１１１本本本本あたりあたりあたりあたり１１１１年間年間年間年間のののの占用料占用料占用料占用料    
はいくらでしょうか？ 
 

①54 円   ②548 円  
③5480 円  ④54800 円 

（品川区道路占用料等徴収条例より） 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

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        

 
ズ 

ちょっとした話ながわ 

≪浜川公園 みんな～でお花見≫ 
「花よりダンゴ？？」    
日時日時日時日時：3/263/263/263/26（（（（金金金金））））17～20 時 
    ライトアップ、ステージ、屋台他 
   3/273/273/273/27（（（（土土土土））））10～15：30 
     ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ、青空バザー、屋台他 

場所場所場所場所：浜川公園（南大井４丁目） 
☆地域の方々の憩いの公園で

す。桜は、約 30 本です。 
          東京の開花予想は、

3/24（日本気象協会。
昨年は 3/20 開花）。 

 
≪都内ひったくり被害 16%増加≫ 

◇『みなみ児童遊園』、工事のため閉鎖 
南大井１丁目（大井第一地域ｾﾝﾀｰ隣）の『み

なみ児童遊園』が平成 22 年４月～24 年４月ま
での約２年間閉鎖になります。東京都下水道局
の下水道管工事の影響です。なぎさ会館付近
の地下からみなみ児童遊園の地下までトンネ
ルを掘り、国道 15 号線の地下にある下水道管
につなげるものです（この下水道管で汚水を
大田区森ヶ崎の処理場に送ります）。4/11（日）
の『さくら祭り』開催後に工事開始予定。 
◇京急大森海岸駅前にｴﾚﾍﾞｰﾀ完成 
 2/20、駅前の歩道橋にｴﾚﾍﾞｰﾀが３基完成。
駅前（品川区側）に 1 基、大田区側には、国
道 15 号線を渡ったところに１基、大森北公園
横に１基。これは国土交通省の事業です。 
◇テレビ東京と品川女子学院が番組制作 

「現役女子高校生が考えた
女子高生のための番組」とし
て品川女子学院品川女子学院品川女子学院品川女子学院のののの生徒生徒生徒生徒が企
画から制作・営業・番組の宣
伝まで携わります。放送は、
3/203/203/203/20（（（（土土土土））））16～17：15 です。 

◇立会川、『出没！アド街ッ
ク天国』で放映 

テレビ東京の地域密着型番組で立会川立会川立会川立会川がががが特特特特
集集集集されます。現在、立会川 
周辺を取材中です。放映は、 
4/174/174/174/17（（（（土土土土））））21212121～～～～21:5421:5421:5421:54 の予定 
です。ご近所が映るかも… 

【【【【ひったくりひったくりひったくりひったくり被害被害被害被害    
23232323 区区区区ﾜｰｽﾄﾜｰｽﾄﾜｰｽﾄﾜｰｽﾄ３３３３ととととﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ｽﾄｽﾄｽﾄｽﾄ３３３３】】】】    
 2009 2008 
足立区 196 146 
江戸川区 193 106 
世田谷区 150 113 
墨田区 27 31 
文京区 16 18 
千代田区 ８ ４ 
☆品川区 49 70 
  （警視庁まとめ） 

警視庁によると昨
年１年間に都内のひ
ったくり被害は、
2304 件 で 前 年 比
321 件増加！ 

被害者被害者被害者被害者のののの 93%93%93%93%がががが女女女女
性性性性。20 代が最多。 
発生時間は PM６時
～AM１時が 63％を
占め、午後午後午後午後８８８８時台時台時台時台がががが
最多最多最多最多のののの 12%12%12%12%。場所は、
住宅街が 80％。 
◎皆さんご注意を!! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

№126 2010 年 3 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！！！！ 

 
今週の書架 

☆☆☆☆『『『『変変変変なななな給食給食給食給食』』』』    
（（（（幕内秀夫幕内秀夫幕内秀夫幕内秀夫    ブックマンブックマンブックマンブックマン社社社社    1330133013301330 円円円円））））    

幕内氏は。『粗食のすすめ』の著者。学校
給食に疑問を持った著者が全国の「変な給
食」73 点をカラー写真で紹介。例えば、「ｲ
ﾁｺﾞ蒸しﾊﾟﾝ、きつねうどん、牛乳」（埼玉県志
木市）、「ちくわｻﾝﾄﾞ（ちくわの磯辺揚げがﾊﾟﾝ
に挟まれています！）、ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ、ほうれん草
のｻﾗﾀﾞ、牛乳」（東京都日野市）、「ｶﾚｰうど
ん、ｱﾒﾘｶﾝﾄﾞｯｸ、小倉白玉!!  
牛乳」（沖縄県沖縄市）等、 
不思議なメニューが…。 

一方で、新潟県三条市の 
「完全米飯給食」の取り組み 
を評価して紹介しています。 

 

   ◎183 億 7859 万円 
（歳出の 13.2％） 

☆住宅・公園・道路など 
 のまちづくりです。 
・公園等整備      ◎◎◎◎11111111 億億億億 6767676767676767 万円万円万円万円    

◇鮫洲運動公園鮫洲運動公園鮫洲運動公園鮫洲運動公園＝①子ども達のｱｲﾃﾞｨｱを
活かした公園第１号に。遊戯ｺｰﾅｰは、区区区区
内小学生達内小学生達内小学生達内小学生達ののののアイディアアイディアアイディアアイディアをををを 12121212 個個個個（（（（予定予定予定予定））））
採用採用採用採用したしたしたした公園公園公園公園へ    ◎◎◎◎１１１１億億億億7000700070007000万円万円万円万円 

  ②グラウンドは、土ほこり対策等で全面
改修整備されます。  ◎◎◎◎２２２２億億億億 5000500050005000 万円万円万円万円 

  ①②とも 22 年度に工事をします。 
◇しながわしながわしながわしながわ区民公園北側区民公園北側区民公園北側区民公園北側ゾーンゾーンゾーンゾーン－なぎさ

会館前の入り口からﾃﾆｽｺｰﾄまでの部分
（北側ｿﾞｰﾝ）を改修します。22 年度は設
計。◎◎◎◎1700170017001700 万円万円万円万円 ※工事は 23～24 年度
の予定。改修全体の費用は、約約約約 10101010 億円億円億円億円。 

 ◇（（（（仮称仮称仮称仮称））））鮫洲入江埋立公園鮫洲入江埋立公園鮫洲入江埋立公園鮫洲入江埋立公園－現在建設中
の鮫洲ﾎﾟﾝﾌﾟ場雨水貯水池（東大井１丁
目）の工事終了後に上部を公園にするた
めの設計をします。    ◎◎◎◎1700170017001700 万円万円万円万円 

 ◇みなみみなみみなみみなみ児童遊園復旧工事設計児童遊園復旧工事設計児童遊園復旧工事設計児童遊園復旧工事設計－反対面
『ちょっとした話ながわ』で触れた工事
終了後の復旧工事の設計。 ◎◎◎◎450450450450 万円万円万円万円 

 ◇品川保育園跡児童遊園整備品川保育園跡児童遊園整備品川保育園跡児童遊園整備品川保育園跡児童遊園整備    
工事工事工事工事                ◎◎◎◎1700170017001700 万円万円万円万円    

・省エネ型街路灯への建替え 
◇430 基       ◎◎◎◎9087908790879087 万円万円万円万円 
◇ＬＥＤ街路灯・青色防犯灯 

試験設置    ◎◎◎◎10101010 万円万円万円万円    

・区営住宅耐震補強改修工事 
南大井６丁目区営住宅 ◎◎◎◎１１１１億億億億6596659665966596万円万円万円万円 

・大森駅水神口ｴｽｶﾚｰﾀｰ修繕  ◎◎◎◎2256225622562256 万円万円万円万円 
・大井町西地区（大井１丁目）再開発事業補助 

金－№122 でご報告した事業。29 階建ビル
建設に補助。     ◎◎◎◎６６６６億億億億 9337933793379337 億円億円億円億円 

・大崎駅周辺地区再開発事業補助金 
                      ◎◎◎◎41414141 億億億億 6338633863386338 万円万円万円万円    
・密集住宅市街地整備促進事業－密集市街地

の旗の台・中延地区で防災のために用地
を取得し公園を整備。◎◎◎◎10101010 億億億億 2085208520852085 万円万円万円万円    

・駅周辺等放置自転車対策事業 
有料駐輪場運営（26 ヶ所）、放置防止指

導等   ◎◎◎◎３３３３億億億億 4009400940094009 万円万円万円万円    
・水質浄化対策と調査検証 

◇立会川      ◎◎◎◎2752275227522752 万円万円万円万円 
◇目黒川      ◎◎◎◎3670367036703670 万円万円万円万円 

・やさしいまちづくり推進費 
◇エレベータ設置助成（京 
 急新馬場駅） ◎◎◎◎3990399039903990 万万万万円円円円 
◇音声誘導装置（りんかい線 
 天王洲ｱｲﾙ駅、品川ｼｰｻｲﾄﾞ駅）◎◎◎◎761761761761 万円万円万円万円 

・商店街電線類地中化事業 
北品川、戸越銀座地区 ◎◎◎◎７７７７億億億億 9172917291729172 万円万円万円万円 

・補助 205 号線整備 
大井三丁目（大井三ツ又）から西大井一

丁目（西大井駅前）の 996ｍ。通称『光学
通り』の整備。用地取得・電線地中化等。 

◎◎◎◎６６６６億億億億 3736373637363736 万円万円万円万円    
・避難所（学校等）に接続する下水道管の耐震

化－☆23 区で初事業。震災時のﾄｲﾚ機能確
保目的。東京都 
との共同事業。 

  ◎◎◎◎１１１１億億億億 20202020 万円万円万円万円 

・しながわ水族館 

運営費 

◎◎◎◎１１１１億億億億 7664766476647664 万円万円万円万円    

    

123 号から 22 年度予算の概要説明をしてい
ます。歳出歳出歳出歳出は 1391 億円（財政規模は 23 区
中 10 位）。特別区民税特別区民税特別区民税特別区民税は、区民一人当たり負
担額は、約 11 万円。 

最終回の今号は、土木費です。 

クイズの答え：：：：③③③③5480548054805480 円円円円。22 年
度は１億 7538 万円の収入を見
込んでいます。電柱電柱電柱電柱にににに巻巻巻巻きつけきつけきつけきつけ
ているているているている看板広告看板広告看板広告看板広告からも徴収し
ています。下部に「○○通り」
とある看板広告は、、、、1111 ㎡㎡㎡㎡につきにつきにつきにつき
2790279027902790 円円円円（平成 21 年度）です。 

    土木費 


