
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

2010201020102010 年年年年 7777・・・・8888 月月月月 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
公衆ﾄｲﾚ・公園ﾄｲﾚは、160 ヶ所 

 区では、快適で安心して利用しやすいﾄｲ
ﾚとなるように日常の維持管理をしていま
す。区内には 160 ヵ所（公衆ﾄｲﾚ 38、公園・
児童遊園ﾄｲﾚ 122）あり、清掃は、毎日 1 回
ですが、駅前等の利用者の多い 17 ヵ所の公
衆ﾄｲﾚでは一日２回清掃しています。 

さて、ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚのののの維持管理費維持管理費維持管理費維持管理費はははは    
年間年間年間年間いくらでしょうかいくらでしょうかいくらでしょうかいくらでしょうか？？？？    

①約 2200 万円 
②約 4200 万円 
③約 5200 万円 
④約 7200 万円 

（平成 22 年度予算額） 

※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 

No.142    

    
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    

 

 

ズ 
ＪＲ新橋駅の発車メロディーは？? 

ＪＲ新橋駅の全８ﾎｰﾑで発車ﾒﾛﾃﾞｨｰと
してｻﾝﾄﾘｰのＣＭｿﾝｸ 「゙ウイスキーがお
好きでしょ♪」の旋律が 7/19 から流れ始
めた。恵比寿駅や高田馬場駅で地元自
治体との取り組みで土地にちなんだ発 

車ﾒﾛﾃﾞｨｰが流れるが、ﾒﾛﾃﾞｨｰを使った広告と
いう位置付けは、始めて（ＪＲ東日本企画）。
ｻﾗﾘｰﾏﾝにとって「酒場の聖地」のｲﾒｰｼﾞがある
新橋でｻﾝﾄﾘｰが発車ﾒﾛﾃﾞｨｰにＣＭｿﾝｸﾞを流し
たいと提案して実現。（参考：7/21 東京新聞） 
☆大井町駅・大森駅だとどんな曲に?? 

6/26 にｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ『保育における 
乳幼児のお昼寝と生活習慣を考える』 
（NPO 法人「子育て品川」主催、 
品川区共催）へ参加しました。 

保育園では、伝統的に午後の 
睡眠（午睡＝ごすい、お昼寝）を 
とっています。『午睡は、必要なのか？』、睡眠を
研究する福田一彦・江戸川大学教授による研究発
表がありました。要旨をご紹介します。 

保育園児と幼稚園児（午睡無し）を比較すると 
◇「平日と週末の就寝時刻」はいずれも明らかに

保育園児の方が就寝時間は遅い（寝つきが悪い） 
◇保育園児の方が「園への行き渋り」、「朝の機嫌の

悪さ」が顕著である。 
◇小学生になっても元保育園児は、元幼稚園児と

比較して、昼寝はしないが夜更かしの習慣が残
る（3・4 年）、朝の行き渋りが増える（5・6 年）。 

 教授は、「午睡を夜の睡眠の補強ととらえ、量的
に確保しようとする考えが夜更かしの習慣をつくっ
ている。長く眠ることは良い事だという信仰は誤り
で、いつ取るかが重要」、「ただ、短時間（15～20
分）の仮眠は有効。また、ある程度の睡眠は必要
で、お昼寝を無くすタイミングは、個人差がある
ことに注意して、休日の昼寝の状況を目安にして 
  

減らすとよい」などと指摘しました。 
「ぷりすくーる西五反田」（NPO 法人「子育

て品川」運営の幼保一体施設）では、３歳以
上児は、基本的にお昼寝はなし。ただし、３歳児
は、選択制で、保護者の希望や本人の体調を考
慮し、お昼寝できる環境も用意している。 
 品川区では、全区立保育園で５歳児の午睡を
見直している。足立区も全区立園で今秋から
段階的に減らす予定。厚労省も「統計はない
が、午睡を見直す園は増えている」と言う。 
（参考：5/24 日本教育新聞、6/25 朝日新聞） 
▽ぷりすくぷりすくぷりすくぷりすくーーーーるるるる西五反田運営費西五反田運営費西五反田運営費西五反田運営費（（（（定員定員定員定員 100100100100 人人人人））））    

22222222 年度予算年度予算年度予算年度予算    1111 億億億億 4863486348634863 万円万円万円万円    ※※※※区区区区がががが委託委託委託委託    
▽区立保育園運営費区立保育園運営費区立保育園運営費区立保育園運営費（（（（37373737 園園園園））））79797979 億億億億 8533853385338533 万円万円万円万円    
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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！！！！！！！！    

☆☆☆☆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。。。。    

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：④④④④公衆ﾄｲﾚ分（38 ヵ所）
が 3799 万円、公園・児童遊園ﾄｲﾚ分
（122 ヵ所）が 3442 万円で計 7241
万円。ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰも全ﾄｲﾚに設置し
ています。維持管理費は多額です。 

 
今週の書架 

☆☆☆☆『『『『ディスカバディスカバディスカバディスカバーーーー・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン 8888 月号月号月号月号    
                                        特集特集特集特集－－－－秘密秘密秘密秘密のののの島旅島旅島旅島旅』』』』    

（（（（枻枻枻枻（（（（えいえいえいえい））））出版出版出版出版    980980980980 円円円円））））    
瀬戸内国際芸術祭 2010（7/19 か
ら 100 日間）が瀬戸内の７つの島
と高松を舞台に開催され、世界中
から 100 人以上のｱｰﾃｨｽﾄが集結。
その瀬戸内瀬戸内瀬戸内瀬戸内のののの島島島島のののの魅力魅力魅力魅力をををを中心中心中心中心にににに
礼文島礼文島礼文島礼文島、、、、佐渡島佐渡島佐渡島佐渡島、、、、隠岐諸島隠岐諸島隠岐諸島隠岐諸島、、、、対馬対馬対馬対馬、、、、    

五島列島五島列島五島列島五島列島、、、、そして軍艦島軍艦島軍艦島軍艦島などをなどをなどをなどを紹介紹介紹介紹介。ページ
をめくるだけで島旅をしている気持 
になりました。東京東京東京東京のののの式根島式根島式根島式根島も！ 

    

 
ちょっとした話ながわ 

授乳ｽﾍﾟｰｽ設置「赤ちゃんと来てね」 
6/23、旧東海道品川宿の観光案内所「品川宿
交流館」（北品川２丁目）に、赤ちゃんに授乳
できる「授乳ｽﾍﾟｰｽ」が設置された。衣料店の
試着室用の折り畳み可能の小部屋で、約
80cm 四方の広さ。使用中は、「授乳中です」
の札を下げる。母親が赤ちゃんを連れて気軽 
      に出かけられるようにと、品川 

区が進める「ﾁｬｲﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ」  
事業の一環。（参考：東京新聞） 
▽22222222 年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額    1865186518651865 万円万円万円万円    

☆この事業は、区議会で私が要
望して実現した事業です。 

☆区民委員会（6/1.28.29.7/20） 
◇区民活動交流施設視察（条例審査のため） 
 八潮５丁目の旧八潮南小学校を改修し、文化 

活動、ｽﾎﾟｰﾂ活動、地域活動等の交流拠点とす 
る施設の工事現場を視察しました。 

          ▽予算額予算額予算額予算額    ３３３３億億億億7523752375237523万円万円万円万円    
 ◎隣の八潮南中学校跡には特別養護老人ﾎｰﾑ

が建設されます。 ▽予算額予算額予算額予算額 20202020 億億億億 3175317531753175 万円万円万円万円    
◇武蔵小山創業支援ｾﾝﾀｰ視察（＝キッズ＆ビズ

武蔵小山。小山３丁目、武蔵小山駅前） 
 商業・ｻｰﾋﾞｽ業分野の創業支援のためのﾋﾞｼﾞﾈｽ 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀ-を視察。ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮ
ｯﾌﾟ（試験的な物品販売３店
舗）、東京都認証保育所（定
員 30 名）、交流ｻﾛﾝ、品川区
行政ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ、会議室、賃 

 

貸ｵﾌｨｽなどの６階建です。 
   ▽予算額予算額予算額予算額３３３３億億億億 7414741474147414万円万円万円万円（（（（保育所保育所保育所保育所をををを除除除除くくくく）））） 
◇五反田文化ｾﾝﾀｰ（西五反田６丁目）ﾘﾆｭｰ 

ｱﾙｵｰﾌﾟﾝ(10/1～)。文化ｾﾝ 
ﾀｰにはﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ（座席数 
86）、音楽ﾎｰﾙ、ｽﾀｼﾞｵ、講 
習室等があります。ここは 
図書館・小学校・幼保一体 
施設等との複合施設です。 
▽予算額予算額予算額予算額：：：：文化文化文化文化ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ・・・・図書図書図書図書    

館館館館・・・・教育教育教育教育ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ分分分分                    ４４４４億億億億 8392839283928392 万円万円万円万円 
◇区民活動情報ｻｲﾄ開設（9/1～）について 
 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで区民参加ﾒﾆｭｰが一覧でき、様々な

分野の団体・ｻｰｸﾙ等の情報交換を行うｻｲﾄを
提供し、地域活動の活性化を図る。 

           ▽予算額予算額予算額予算額    766766766766 万円万円万円万円    
◇品川区民芸術祭について（8/21～10/17） 
 区民が気軽に参加・鑑賞できるｲﾍﾞﾝﾄとして

開催。ｺﾝｻｰﾄ（ｸﾗｼｯｸ、ｼﾞｬｽﾞ）、ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（ﾀﾞ
ﾝｽ、邦楽等）など。※『広報しながわ 7/21
号』をご覧下さい。 ▽予算額予算額予算額予算額    2221222122212221 万円万円万円万円    

    

☆『議員力検定』ご報告♪～☆ 
市民や議員が議会制度や政治の知識に挑戦す
る『議員力検定』。「ｼﾞｭﾆｱ級」「一般１～３級」
「議員１～３級」があり、私は、昨年５月「議
員３級」合格。今年５月、「議員２級」に挑戦。
３級の数倍難しく、選択問題 48 問、論述問題
もあり（600 字×２問）、90 分の時間ｷﾞﾘｷﾞﾘ
まで大苦戦。結果は……92 点（100 点満点）
で合格！大学受験生のように問題集等で勉強
した成果が実り、先日、合格証が届いた時は
ﾎｯとしました（合格率 33％）。 
☆とても良い勉強になりました。 

今後の活動に活かします。 
激励頂いた方々、有難うござ 
いました!! 

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！！！！ 


