
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

2010201020102010 年年年年 7777 月月月月 

 
☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

首都圏の私鉄で駅に固有の記号や番号をつ
ける「ナンバリング」の動きが広がってい
ます。京浜急行電鉄でも羽田空港国際線タ
ーミナル駅開業日の 10 月 21 日（木）から表
示されます。羽田空港国際化に伴い増加が
予想される外国人観光客にわかりやすくす     

る狙い。各駅に「京浜急行）
電鉄」の意味で「ＫＫ」と
番号を割り振る。三崎口駅
は、「ＫＫ72」です。 

さて、青物横丁駅と立会
川駅のナンバリングは？ 

（7/5 日経新聞、京急 HP 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、品川区立鈴品川区立鈴品川区立鈴品川区立鈴ヶヶヶヶ森森森森小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校、、、、
早稲田実業高早稲田実業高早稲田実業高早稲田実業高、、、、早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学（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。東京大学研究員東京大学研究員東京大学研究員東京大学研究員、塾などを経て、
教師教師教師教師（（（（早稲田実業高早稲田実業高早稲田実業高早稲田実業高、、、、都立日比谷高都立日比谷高都立日比谷高都立日比谷高・・・・青山青山青山青山
高高高高・・・・大森高大森高大森高大森高））））。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 

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 
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No.141    

    
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    

 

 
ちょっとした話ながわ 

     龍馬になりきり紙芝居 
坂本龍馬ゆかりの地、京急立会川
駅そばの浜川小学校（南大井４）
で、7/14 に地元商店街関係者ら 

でつくる『品川龍馬会』が授業を行った。６年
生の「市民科」でｵﾘｼﾞﾅﾙ紙芝居『龍馬 品川を
行く』を龍馬会事務局長が熱演。夢中で見てい
た児童らは「龍馬はペリーを倒したの？」など
と熱心に質問していた。江戸に来た若き龍馬が
過ごした土佐藩下屋敷の跡には、同小の連携校
の浜川中学校が建つ。（参考：7/15 読売新聞） 
 

 

６月 24、25 日の本会議における各会派議員
（10 人）の一般質問の一部をご報告します（今
回、私は質問の順番ではありませんでした）。 

Ｑ：他議員の質問、 Ａ：区側の答弁、 
☆☆☆☆：：：：私私私私ののののコメントコメントコメントコメント    

◇◇◇◇◇◇◇ 

Ｑ：保育園の待機児童について。 
Ａ：307 人の定員拡大、390 人の受け入れ数増加
をしたが、認可保育園の申込者 1771 人、入園者
1284 人。４月１日現在で、待機児童は 66 人（認
証保育園利用者を除く）。保育ﾆｰｽﾞの多様化があ 
 

り、認可保育園の増設だけでは解消できな
い。幼保一体施設整備、認証保育園の誘致、
短時間保育、幼稚園による預かり保育、地
域との協働による子育て支援など、多様な
対策を実施する。 

☆☆☆☆待機児童問題待機児童問題待機児童問題待機児童問題はははは、、、、10101010 人中人中人中人中４４４４人人人人のののの議員議員議員議員がががが質問質問質問質問しししし
ましたましたましたました。。。。とてもとてもとてもとても重要重要重要重要なななな問題問題問題問題ですですですです。。。。今後今後今後今後もももも解消解消解消解消
にににに向向向向けたけたけたけた様様様様々々々々なななな施策施策施策施策をををを実施実施実施実施するようするようするようするよう区区区区にににに強強強強
くくくく働働働働きかけていきますきかけていきますきかけていきますきかけていきます。。。。    

Ｑ:品川区では、『子ども手
当』の不正申告はあったか 
Ａ:明らかな不正申請は

なかった。 
☆来年度の実施は不透明 

 

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        

ゲゲゲのナンバー発信！ 調布市 
『ゲゲゲの鬼太郎』で町おこしに取 
り組む調布市（作者の水木しげる氏は、市内
在住で名誉市民）は、鬼太郎（きたろう）をﾃﾞｻﾞ
ｲﾝした原動機付自転車（50cc ﾊﾞｲｸ）のﾅﾝﾊﾞｰ
ﾌﾟﾚｰﾄを交付する。原付のﾅﾝﾊﾞｰは、自治体が
規則改正をすればｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝを交付でき
る。同市を舞台 
にした NHK ﾃﾚﾋﾞ 
小説『ゲゲゲの 
女房』も好評で 
市内観光も好調。 
参考『都政新報』 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
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！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

答え：品川駅は「ＫＫ01」、青物横丁駅
は、４番目の駅なので「ＫＫ04」、立会川
駅は、６番目で「ＫＫ06」。羽田空港国際
線ターミナル駅は、「ＫＫ17」で雑色駅
が「ＫＫ18」。泉岳寺駅は都営線との共
同使用駅で既に「Ａ07」と設定済み。 

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 
☆☆☆☆『『『『女優女優女優女優メイクメイクメイクメイク    PartPartPartPartⅡⅡⅡⅡ』』』』    
（（（（SDP 1050SDP 1050SDP 1050SDP 1050 円円円円））））「「「「会社の先輩から急に交際申
込み！大学時代からの彼氏とは、現在ﾏﾝﾈﾘ
気味。憎まれずに彼氏と別れるには…」。こ
んな時のためのﾒｲｸ術ｶﾞｲﾄﾞです。4 月に発売
され既に 1 万 5 千部を販売。「上手な別れ話」
ﾒｲｸは「明るい茶色でくっきりとしたｱｰﾁの眉
山を描き別れの強い意志を伝え･･」とありま
す（苦笑）。他に「ｾｸﾊﾗ上司撃退」ﾒｲｸ、「可
愛いお嫁さん候補」ﾒｲｸなど 35 ﾊﾟﾀｰﾝのﾒｲｸ
法を北川景子などの女優が伝授。参院選は
終わりました。さて「当選する」ﾒｲｸは？ 
無いですね（笑） （参考：朝日新聞） 

 

Ｑ：①区内の孤独死の実態は。②65 歳以上の
一人暮らし高齢者の状況と今後の予測は。 

Ａ：①昨年度、区に通報が 46 件あり、亡く
なっていた方は 18 人、救命された方は 21
人。一週間程度で地域の方が気付いてい
る。②2010 年 4 月現在、約 1 万８千人（区
の人口約 35 万人の約５％）。2025 年には、
約２万 5800 人で、65 歳以上の３割強が一
人暮らしとなると予測している。 

☆☆☆☆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事業事業事業事業のののの普及拡大普及拡大普及拡大普及拡大をををを。。。。    
Ｑ：中学校の部活動の加入状況と課題は。 
Ａ：運動部約 2800 名、文化部 

約 1100 名と全体の 85％が 
参加している。課題は、少子 
化で学校小規模化により休部 
・廃部があり、生徒が希望す 
る部活動ができない、教員の 
異動で指導者確保が難しい。 

☆☆☆☆地域地域地域地域のののの人材人材人材人材をををを指導者指導者指導者指導者にににに活用活用活用活用でででで    
きるきるきるきる仕組仕組仕組仕組みつくりをみつくりをみつくりをみつくりを求求求求めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    

Ｑ：施設分離型小中一貫校（小学校と中学校
が別の場所にある）の現状は。 

Ａ：区立小中学校を 15 ｸﾞﾙｰﾌﾟに分け、成果
が上がっているが、校長のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟが十
分でない、連携目的が不明確などで取り組
みが停滞するｸﾞﾙｰﾌﾟもあるので課題解決
のために指導ﾁｰﾑを立ち上げて検討して
いる。PTA の連携では、鈴ヶ森小・中では
PTA 合同ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞなど非常に有効な取り
組みが行なわれている。 

Ｑ：八ツ山・元なぎさ通り（北品川１丁目～東
大井１丁目）の整備事業について。ﾊﾞﾘｱﾌﾘ
ｰ化や自転車通行帯と植栽の整備を。 

Ａ：ｱﾝｹｰﾄ結果を踏まえ対応を検討する。 
☆☆☆☆ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾘｱﾌﾘｰﾘｱﾌﾘｰﾘｱﾌﾘｰﾘｱﾌﾘｰ化等化等化等化等のののの整備整備整備整備をこのをこのをこのをこの機会機会機会機会にぜひにぜひにぜひにぜひ！！！！    
    

  Ｑ：本年度の区民税額（見込）と前年比は。 
Ａ：349億 3550 万円で 21年度比マイナス 6.3％
の見込。☆☆☆☆20202020 年度年度年度年度からはからはからはからは 73737373 億円減少億円減少億円減少億円減少。。。。徹底徹底徹底徹底
したしたしたした歳入確保歳入確保歳入確保歳入確保とととと歳出削減歳出削減歳出削減歳出削減をををを！！！！ 

Ｑ：消費税増税に関して。区長の考えは 
Ａ：税制のあり方は、国の責任に 

おいて検討されている。一自治 
体の行政を預かる者として言及 
すべきこととは考えていない。 

Ｑ：財務４表からみた 20 年度の財政状況は。 
 財政状況を区民へわかりやすく公表を。 
Ａ：区民一人当たり、資産額は約 265 万円、負

債額は約 18 万円、行政ｺｽﾄは 44 万円。 
Ｑ：販売されている観光情報誌『るるぶ品川区』

（2007 年発行）の内容が古くなっている。 
Ａ：今後観光情報誌の活用を検討している。 
Ｑ：東京都の事務の一部を 23 区に移管する問題に

ついて。移管の検討作業が遅れているが。 
Ａ：できるだけ早く移管の見通し

を立てたい。ただし、児童虐待
の問題から児童相談所（都の所
管）の移管は早急に実現するよ
うに都と調整する方針。 

Ｑ：大井町駅東口改札口上に商業施設開設が予定
されている。改めて改札口の営業時間延長（現
在：７～21 時）をＪＲに要望すべき。 

Ａ：「利用者数の変化（増加）がないため、今後
の動向を見ながら」というＪＲの回答です。 

☆☆☆☆今後今後今後今後ももももＪＲＪＲＪＲＪＲにににに要望要望要望要望してしてしてして参参参参りますりますりますります。 
Ｑ：①子宮頸（けい）がんﾜｸﾁﾝ接種（３回で５万円）

②肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ接種へ公費助成を 
Ａ：①国の動向を見守るとともに効果的な対策

を検討していく。②小児用は、 
動向を見守り、適切に検討を進 
める。高齢者には、本年度から助 
成を開始する。☆☆☆☆9/19/19/19/1 よりよりよりより 65656565 歳歳歳歳    
以上以上以上以上のののの方方方方にににに 3000300030003000 円助成円助成円助成円助成しますしますしますします。。。。    


