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No.138    

    
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 ☆☆ 
菅直人新首相は、山口県宇部市内の

小・中学校から宇部高校に入学。２年の２
学期に父の転勤で東京に転居。さて、東京
で、どの高校へ転校したでしょうか？（問１） 

①都立日比谷高校 ②都立小山台高校 
③私立麻布高校  ④私立開成高校   
⑤私立学習院高等科 
また、次の総理大臣を就任 

順に並び替えて下さい（問２）。 
①鳩山由紀夫 ②安倍晋三   
③福田康夫  ④麻生太郎   
⑤小泉純一郎 ⑥森喜朗 
⑦小渕恵三 （平成 10～22 年） 

※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！ 
 ☆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        

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 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    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。 

高 事 橋しんじ 務所 

 

ズ 
～専業主婦志向 一転強まる～ 
「夫は外で働き、妻は主婦業に専念すべき」と
考える既婚女性の割合が低下傾向から上昇
に転じ、45％に（国立社会保障・人口問題
研究所の 2008 年調査）。賛成派の割合の上
昇が目立つのは 29 歳以下で 47.9％。30 代
で 41.7％。また、夫の 16％が全く家事をし
ていない（！）。週 1，2 回の家事で最も多い
のは、ｺﾞﾐ出し（42％）、次いで、買い物（40％）
です…。 （参考：日経新聞 22/6/1） 

◇横断歩道（東大井 4－26 付近）の押しボタンが
横断歩道と離れていて押 
してから渡り終えるまでの 
時間が無いので改善を。 

⇒ここは都道なので区から 
都に伝え、横断歩道の位 
置を変えて、押しﾎﾞﾀﾝの近 
くになり、余裕ができました。 

 
◇公園は子どもが遊ぶ場所な 

ので喫煙に対策を。 
⇒「国の指針を踏まえ『全区立公園の分煙・禁煙

の区分け』（禁煙の公園と喫煙可能な公園を区
別する。後者は、分煙徹底の条件整備等をする）
を今年度に検討し、来年度実施」（道路公園課）
の方向です。▽公園維持管理費公園維持管理費公園維持管理費公園維持管理費８億 5570 万円 

 

◇都営林町住宅跡に建設予定の高齢者住
宅（東大井 4－9－1。福祉施設を併設、
地上 5 階建。平成 24 年竣工予定。）の 1
室を周辺の町会の集会室等として利用
できるようにしてほしい。 

⇒「利用できるようにする。施設の運営は、
民間に委託予定なのでその旨をきちん
と伝える」（高齢者福祉課）という説明。 

▽設計設計設計設計・・・・工事等予算額工事等予算額工事等予算額工事等予算額    ６億 45 万円 
 

◇荏原東地区小中一貫校（二葉１丁目。杜松（としょ
う）小・大間窪小・荏原 3 中・荏原４中）建設に際し
て現在あるｼﾍﾞﾘｱｽｷﾞや桜並木を残して欲しい。 

⇒「ｼﾍﾞﾘｱｽｷﾞは、設計上・工事工程上移設する
のは厳しいがこの木で記念碑やｲｽやﾍﾟﾝ立て等
を作りたい。桜並木は極力残す方 
向で検討している」（教育委員会） 

 という説明でした。☆今後も木を 
残すように強く要望していきます。 

▽荏原東地区小中一貫校荏原東地区小中一貫校荏原東地区小中一貫校荏原東地区小中一貫校のののの実施設計実施設計実施設計実施設計    
    等予算額等予算額等予算額等予算額                ６億 5426 万円 

《おことわり》 
『参議院選挙』は、6/24 公示、7/11 投
票の予定。公職選挙法の規定で、この間、
駅、その他で『区政報告』配布等の政治
活動ができません。このため、選挙終了
まで、お配りすることをお休みさせていた
だきます。再開は 7/15 の予定です。 

☆押しﾎﾞﾀﾝ（⇒）近くへ横
断歩道を斜めにしました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

№138 2010 年 6 月 
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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 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

☆ご希望の方に『区政報告』をお届け(郵

送他)いたします。ご連絡ください。 
 

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！！！！ 
クイズの答え：問問問問１②１②１②１②（品川区小山 3
丁目。東急目黒線武蔵小山駅徒歩０
分）、問問問問２２２２（ ）は出身高。⑦⑦⑦⑦（都立北
高、現：飛鳥高）⇒⑥⑥⑥⑥（石川県立金沢
二水高）⇒⑤⑤⑤⑤（神奈川県立横須賀高）
⇒②②②②（成蹊高）⇒③③③③（麻布高）⇒④④④④（学
習院高等科）⇒①①①①（都立小石川高）⇒
菅直人首相（第 94 代）。12 年で８人！ 

 今週の書架 

☆☆☆☆『『『『家族家族家族家族のののの勝手勝手勝手勝手でしょでしょでしょでしょ！！！！    
                    写真写真写真写真 274274274274 枚枚枚枚でみるでみるでみるでみる食卓食卓食卓食卓のののの喜劇喜劇喜劇喜劇』』』』    

（（（（岩村暢子岩村暢子岩村暢子岩村暢子    新潮社新潮社新潮社新潮社    1500150015001500 円円円円））））    
本の帯によると『驚愕必至 類書なき話題
作』。食卓のナマ写真が 274 枚。「小 1 の子
の朝食はﾎﾞｰﾛ 16 粒と牛乳」「高校生の朝食
はｸﾏの人形焼」「子どもたちの昼食は、うま
い棒とﾁｮｺ菓子」「食器化する調理器具（面倒
なので鍋やﾌﾗｲﾊﾟﾝをそのまま食卓へ！）」
「長男の誕生日はたこ焼きとﾁｮｺｹｰｷ」「味噌
汁回し飲み」など。☆かなり、リアルです。 
写真が現代の家族像の変貌を映し 
ています。ぜひ、ご一読を。 
 

 ちょっとした話ながわ 

◇蒲田飛ばし、許せない！◇  
お隣の大田区のお話ですが。

京浜急行電鉄は、5/16 からの新
ﾀﾞｲﾔで品川～羽田空港間をﾉﾝｽﾄ
ｯﾌﾟ運転する『ｴｱﾎﾟｰﾄ快特』を新
たに運行。京急蒲田駅は、昼間
は、羽田直行の「快特」がなくな
り、大田区・大田区議会・住民 
が反発。大田区は、「京急線の高

架化工事（総工事費 1650 億円、約６km）に区は、
200 億円の負担をしている。停車本数が減るのは
おかしい」と今年度分負担金１３億 8 千万円の拠
出拒否まで示唆。  （朝日新聞 22/5/12,15 他） 

◇かつて品川区でも武蔵小山駅で◇ 
いくつか条件が異なりますが、品川区でもかつ
て似たような事例がありました。 

東京急行電鉄目黒線の立体交差事業（平成７
年～21 年。目黒駅～洗足池駅間の渋滞解消等の
ために道路と鉄道を立体化。踏み切りの解消目
的）です。これに伴い、東急は、武蔵小山駅な 

どを地下化する計画をたてました。 
全事業費は、878 億円（東急負担分 196

億円、都補助金 488 億円、品川区は 194
億円の補助）。ところが、武蔵小山駅に急
行が停まらないことがわかり、区と地域
の方々が「急行を停車できるようにして欲し
い」と働きかけました。様々な経緯の後、
東急は、計画を変更。普通と急行が同時
に停車できるようにﾎｰﾑの設計を変更し
ました。この計画変更に伴う工事費増加
分のうち、区は４億円、地元 
の方々は３億円（住民の募 
金や商店街・地元企業の 
寄附など）を負担。その結 
果、武蔵小山駅は急行が停 
車し、乗降者数も目黒線で 
は、目黒駅の次。区内の 
中心地の１つとなり、現 
在に至っています。 
☆立体交差事業の存在が大きかったのは事
実ですが、地域の方々の声とご尽力によって
駅が整備され、街が発展した例です。 
 

◇品川子育てﾒｯｾ 2010 開催◇ 
日時：7 月 9 日（金）10 時～16 時 
会場：きゅりあん７階ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ＆４階 
◎子育てﾏﾏの見たい・聞きたい・知りたい・

参加したい、がいっぱい！ 
・「友だちに教えたい」子育て情報がい

っぱい！品川ﾏﾏから、子育て
仲間たちへの「おすそわけ」
です。（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄより）ぜひ！ 

   ▽区区区区からのからのからのからの補助金補助金補助金補助金 56 万４千円 
☆公式ｻｲﾄ（主催者） 

http://www.s-messe.com/ 

☆ﾒｯｾ事務局：03‐3471‐8610 

  

先週の 137 号の『『『『品川区品川区品川区品川区    
イズイズイズイズ』』』』中中中中のののの選択肢選択肢選択肢選択肢④④④④のののの    

「「「「サラダサラダサラダサラダ」」」」はははは、「、「、「、「デザートデザートデザートデザート」」」」    
のののの誤誤誤誤りりりりでした。お詫びして 
訂正いたします。お読み 
いただいた方からご指摘の
メールをいただきました。
有難うございました。以後以後以後以後
十分気十分気十分気十分気をつけますをつけますをつけますをつけます。。。。    

    


