
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 
☆『区政報告』をお知り合いにお渡し下さい。 

高 事 橋しんじ 務所 

2010201020102010 年年年年 5555 月月月月 

 
 

No.135    

    
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    

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！ 
☆初心を忘れずにガンバります！ 
 

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        

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

お饅頭（まんじゅう）の祖は? 
 南北朝時代の暦応４（1341）年、杭州出
身の林浄因（りんじょういん）が来日し、
奈良に住み、日本で初めて饅頭を作り販売。
現在、奈良駅近くの漢国（かんごう）神社
の内部に林神社があり、饅頭饅頭饅頭饅頭のののの始祖始祖始祖始祖として
祭られています。毎年、命日 4/19 には、全
国から饅頭業界関係者が集まり饅頭祭饅頭祭饅頭祭饅頭祭りりりりを
開催。さて、林浄因林浄因林浄因林浄因のののの碑碑碑碑がががが区内区内区内区内のおのおのおのお寺寺寺寺にあにあにあにあ
りますりますりますります。。。。どこでしょうかどこでしょうかどこでしょうかどこでしょうか？？？？ 
①東海寺（北品川３丁目） 
②来福寺（東大井３丁目） 
③品川寺（南品川３丁目） 
④天妙国寺（南品川２丁目） 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

◇区長は、区民の方々と直接語り合うという
目的でタウンミーティングを実施していま
す。昨年は、大崎、品川、大井、八潮、荏
原の５会場で実施されましたが、今年は、 
上記の３会場に縮小されました。多くの区民
の方と意見交換するという意味では、縮小は、
残念です。▽ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙予算額予算額予算額予算額            43434343 万円万円万円万円    
◇会場で区民の方々が質問し（事前に提
出）、区長が応えるという形式。 
今号は、その意見交換（一部） 
の概略をご報告します。 

▽は 22 年度予算額です。 

Ｑ（区民の方）:大森駅前住宅（南大井６丁目）の
『高齢者見守り活動』について。ここは、築 40
年。約 750 世帯。1500 名のうち 430 人が
65 歳以上と高齢化が進行（注：平成 20 年９
月調べで、一人暮らしの方が 90 名以上）。自
治会では、孤立を防ぐために、高齢者が気軽
に集まれる「ほっとｻﾛﾝゆうゆう」というｻﾛﾝ
（部屋）を開設し、おしゃべりをしたり、相談を
したり様々な活動をしています。 

 Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（区長区長区長区長のののの回答回答回答回答））））:平成 20 年からﾓﾃﾞﾙ地区 

 としての取り組みです。 
☆☆☆☆（（（（私私私私ののののｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄ））））:区と区民の協働の良い例で

す。この活動は、区の冊子『『『『すまいるしすまいるしすまいるしすまいるし
ながわながわながわながわ    volvolvolvol．．．．３３３３』』』』で詳しく紹介されてい
ます。ぜひお読み下さい！ 

 ▽孤立死防止孤立死防止孤立死防止孤立死防止ﾈｯﾄﾜｰｸﾈｯﾄﾜｰｸﾈｯﾄﾜｰｸﾈｯﾄﾜｰｸのののの普及拡大関連予算普及拡大関連予算普及拡大関連予算普及拡大関連予算 
  ・地域見守り活動助成金他   358358358358 万円万円万円万円 
Ｑ：ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾙｰﾑ（在宅子育て中の方が就学前の

乳幼児と遊べる部屋）やｵｱｼｽﾙｰﾑ（在宅子
育ての方の乳幼児を一時的に保育する）を移
管するのなら大井町駅前にｷｯ 
ｽﾞﾙｰﾑのようなものを設置して 
ほしい。 

Ａ:JR 大井町駅の上にできる 
施設は認証保育所です。 

☆在宅子育て支援もいっそう 
の充実が必要です。 
▽ｵｱｼｽﾙｰﾑｵｱｼｽﾙｰﾑｵｱｼｽﾙｰﾑｵｱｼｽﾙｰﾑ予算額予算額予算額予算額                            8470847084708470 万円万円万円万円    

Ｑ:保育ﾏﾏ（３歳未満児を自宅等で保育する保
育者）の区内登録状況は？ 

Ａ:21 年度の登録は 327 人、依頼（会員）は、
1833 名。利用は、5600 回。 

☆厚労省は、22 年度、保育ﾏﾏ制度に前年度の
２倍の 28 億円の予算を計上。また要件の緩
和も行い増員を目指しています。区では、、、、
希望者希望者希望者希望者にににに対対対対してしてしてして、、、、登録者登録者登録者登録者（（（（保育者保育者保育者保育者））））がががが少少少少なななな
いのがいのがいのがいのが課題課題課題課題です。▽保育保育保育保育ﾏﾏﾏﾏﾏﾏﾏﾏ予予予予算額算額算額算額    418418418418 万円万円万円万円    

Ｑ:水神公園（大森駅寄り）の放置自転車対策を。 
Ａ:４月は 10101010 回撤去回撤去回撤去回撤去した。今後も対応する。 
▽▽▽▽放置防止指導放置防止指導放置防止指導放置防止指導・・・・撤去返還等撤去返還等撤去返還等撤去返還等のののの予算予算予算予算 8708870887088708 万円万円万円万円    

4/16 南大井文化ｾﾝﾀｰ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂歩きは目黒に限る？？ 
 目黒区目黒区目黒区目黒区は、「坂道ｳｫｰｷﾝｸﾞ」の提唱を始め、
坂の名称が付いている全33の坂を紹介した
『坂道ｳｫｰｷﾝｸﾞのすすめ』（200 円）を発行。
坂の全長、平均斜度、坂にまつわるﾐﾆ 
知識も掲載。権之助坂や柿の木坂な 
どと平地を組み合わせた７つのｳｫ 
ｰｷﾝｸﾞｺｰｽも紹介。区の職員が 4 人 
で実測から編集まで行なった。 
☆坂道はちょっとしたﾌﾞｰﾑ♪～ 
（東京新聞 2010/5/13） 
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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    浄因は、75 歳で死
去。お店の屋号は「塩瀬」。子孫が京
都から江戸に移り将軍家の御用商人
となり、明治に宮内庁御用となったの
が今も虎ノ門にある有名な『塩瀬総本
家』。現在の主人の川島英子氏は浄因
から数えて 34 代目です。 
 

5/16 荏原文化ｾﾝﾀｰ 

Ｑ:子ども達にﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟﾀﾞﾝｽなどを教えている
が、地域ｾﾝﾀｰや児童ｾﾝﾀｰには踊っている
姿を映す鏡が無いので設置して欲しい。 

Ａ:鏡だけをすぐに設置するの 
は難しい。また、全部の部 
屋に設置するのは安全性も 
考慮すべきである。施設全 
体の改修に合わせて少しず 
つ増やしたい。 

☆区内の施設に増やすことを 
要望します。 

Ｑ:①町会の会計の透明化を。決算・予算書が雑
である。②事業（行事など）のﾏﾝﾈﾘ化を改善
して欲しい。 

Ａ:①区では、『町会・自治会ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ』を作
成し、配布したので利用して欲しい。また、
公認会計士等派遣制度を作った。②ﾏﾝﾈﾘか、
皆さん期待の風物詩ととらえるか、価値観
が分かれることに区は、口を出せない。 

☆町会･自治会は、地域の自主的な共同体とい
う位置付けです。ただ、近年、「「「「区区区区のののの事業事業事業事業のののの
下請下請下請下請けけけけ機関機関機関機関化化化化しているのではしているのではしているのではしているのでは？」？」？」？」という指
摘も一部にあります。また、町会長・自治
会長が激務という実態も課題です。 

 ▽町会町会町会町会・・・・自治会支援事業関連自治会支援事業関連自治会支援事業関連自治会支援事業関連予算予算予算予算 1066106610661066 万円万円万円万円    
Ｑ:発達障害支援の充実を。教育委員会・障害福

祉課・保健ｾﾝﾀｰなどが連携できるｾﾝﾀｰ的
機能を持った施設を設置して欲しい。 

Ａ:23 区それぞれが支援ｾﾝﾀｰ（東京都設置）
のような施設をつくるのは無理である。ｿﾌ
ﾄ面で連携体制を作る必要がある。 
☆区の連携体制は、まだまだ不十分です。 
 

Ｑ:区のｻｰﾋﾞｽ（公園・学校等の施設）に関して、荏
原地区と品川・大井地区で格差がある。 

Ａ:荏原地区は、まとまった土地が取得できな
いので水族館・歴史館等、大井地区に設置し
た経緯があり、格差があった。今後、学校 
跡（平塚小学校、旧荏原第２中学校）、国文
学資料館跡などの活用で充実させていく。 

Ｑ:①資源回収の時に不法な業者が持ち去る状況
が改善されない。②ｺﾞﾐを出す時間・曜日を守ら
ない人がいるので困る。 

Ａ：①資源持ち去り防止ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊（予算額予算額予算額予算額 1080108010801080
万円万円万円万円）が巡回している。条例を制定し、過料
（罰金）を取るようになり、以前に比べて減
ってはいる。目撃したら危険なので自分で注
意せず車のﾅﾝﾊﾞｰなどを区 
（（（（清掃事務所 3490-7051） 
に連絡して欲しい。②見かけ 
たら区に連絡して欲しい。出 
し方等の指導を徹底する。 

Ｑ:庁舎内のﾎﾟｽﾄなど区民の声をど 
こまで区長は、読んでいるのか。 

Ａ:ﾒｰﾙも含めてすべて目を通している。 
Ｑ:ｼﾙﾊﾞｰ大学（60 歳以上対象の学習教室）の講

座は、平日の午前午後だが、年金支給の関係で
勤務している人が多いので参加できない。夜間
に講座を設置して欲しい。 

Ａ:講師の方の都合もあるが、少しずつ増やし
ていきたい▽ｼﾙﾊｼﾙﾊｼﾙﾊｼﾙﾊﾞ゙゙゙ｰーーー大学大学大学大学予算額予算額予算額予算額        1113111311131113 万円万円万円万円    

Ｑ:図書館に貸し出し DVD の種類が少ない。 
Ａ:著作権料のため高価であり、また、本より

も娯楽性が高く、購入の優先度が低いため。 
▽図書館経費図書館経費図書館経費図書館経費のうちのうちのうちのうち資料充実費資料充実費資料充実費資料充実費 1111 億億億億 7598759875987598 万円万円万円万円 

5/9 きゅりあん 

ズ 


