
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

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    

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 

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    

 

しがらみのない無所属 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

りんかい線、発車のテーマ曲は？

りんかい線大井町駅では、6/21 から発車ベ

ルが劇団四季のミュージカルのテーマ曲になり

ました。6/21 には、劇団の俳優２人が一日

駅長になり、新しい発車ベルのＰＲをしま

した。さて、どのミュージカルのテーマ曲

になったでしょうか。 

①マンマ・ミーア 

②オペラ座の怪人 

③キャッツ 

④ライオンキング 

⑤美女と野獣 

(参考：6/22 毎日新聞) 

平成 23 年 4 月 5,232票のご支持をいただ

き、現在２期目。若草幼稚園、品川区立鈴ヶ

森小・中学校、早実高、早大（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。東大研究員、塾などを経て、教

師（早実高、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・新人として初当選（2541 票）。

『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定１１１１級級級級』（』（』（』（22222222 年年年年 12121212 月合格月合格月合格月合格））））    

☆初心を忘れずにガンバります！ 

 
 

2011201120112011 年年年年 7777 月月月月    

No.187 

補正予算額 ３億 4223 万円 

☆約８割が震災対策、約１割が節電対策 

区の提出した平成 23 年度一般会計補正予

算が、7/6 の区議会本会議で可決されました。

 補正予算の一部をご報告します。 

 

・毛布毛布毛布毛布クリーニングクリーニングクリーニングクリーニング（（（（2700270027002700 枚枚枚枚））））398398398398 万円万円万円万円    

 ☆3/11 に帰宅困難者が区の避難所で使

用した毛布のクリーニングです。 

・・・・被災者支援被災者支援被災者支援被災者支援－－－－日光林間学園受入日光林間学園受入日光林間学園受入日光林間学園受入れれれれ、、、、義義義義

援金援金援金援金やややや支援物資支援物資支援物資支援物資のののの搬送搬送搬送搬送            1862186218621862 万円万円万円万円    

 ☆富岡町の避難者受入れ（日光）と宮古

市・富岡町への義援金等搬送です。 

≪民生費≫ 

・・・・民生委員防災民生委員防災民生委員防災民生委員防災ﾍﾙﾒｯﾄﾍﾙﾒｯﾄﾍﾙﾒｯﾄﾍﾙﾒｯﾄ購入購入購入購入 322322322322 個個個個 355355355355 万円万円万円万円

・・・・保育園保育園保育園保育園、、、、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、、、、幼保一体施設幼保一体施設幼保一体施設幼保一体施設、、、、幼稚幼稚幼稚幼稚

園園園園のののの防災資機材購入防災資機材購入防災資機材購入防災資機材購入                6152615261526152 万円万円万円万円    

・・・・品川介護福祉専門学校天井改修工事費品川介護福祉専門学校天井改修工事費品川介護福祉専門学校天井改修工事費品川介護福祉専門学校天井改修工事費

助成助成助成助成    997997997997 万円万円万円万円☆3/11 での被害の修繕 

≪衛生費≫ 

・・・・放射線量測定器購入放射線量測定器購入放射線量測定器購入放射線量測定器購入（（（（２２２２台台台台））））    121121121121 万円万円万円万円

    ☆☆☆☆注文殺到注文殺到注文殺到注文殺到のためのためのためのため入手時期不明入手時期不明入手時期不明入手時期不明ですですですです。。。。    

・・・・しながわしながわしながわしながわ節電節電節電節電ｺﾝﾃｽﾄｺﾝﾃｽﾄｺﾝﾃｽﾄｺﾝﾃｽﾄ経費経費経費経費             735 735 735 735 万円万円万円万円

    ☆☆☆☆節電節電節電節電ｺﾝﾃｽﾄｺﾝﾃｽﾄｺﾝﾃｽﾄｺﾝﾃｽﾄのののの上位者上位者上位者上位者へのへのへのへの景品景品景品景品などなどなどなど。。。。    

≪土木費≫ 

・・・・高潮高潮高潮高潮、、、、津波対策検討基礎調査津波対策検討基礎調査津波対策検討基礎調査津波対策検討基礎調査    950950950950 万円万円万円万円

 ☆区内全域の標高を測定しﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで

公表。結果を踏まえ、避難経路を検討。

≪教育費≫ 

・・・・防災防災防災防災ﾍﾙﾒｯﾄﾍﾙﾒｯﾄﾍﾙﾒｯﾄﾍﾙﾒｯﾄ購入購入購入購入    7777～～～～9999 年生年生年生年生 5000500050005000 個個個個    

                                                        550550550550 万円万円万円万円    

☆この他に区の各施設での『節電用品購入

費』として合計約 1500 万円を計上。 

これは、扇風機の購入費です。 

【歳入】 

・・・・国国国国のののの補助金補助金補助金補助金    2000200020002000 万円万円万円万円    

・・・・都都都都のののの補助金補助金補助金補助金     342 342 342 342 万円万円万円万円    

・・・・繰越金繰越金繰越金繰越金（（（（区区区区のののの独自財源独自財源独自財源独自財源））））３３３３億億億億 2485248524852485 万円万円万円万円

【歳出】 

☆約８割が震災対策、約１割が節電対策。 

≪総務費≫ 

・区庁舎区庁舎区庁舎区庁舎のののの窓窓窓窓ガラスガラスガラスガラス修繕修繕修繕修繕            3515351535153515 万円万円万円万円    

 ☆3/11 に 95 枚のガラスが破損 

・歩行喫煙歩行喫煙歩行喫煙歩行喫煙・・・・節電啓発用節電啓発用節電啓発用節電啓発用うちわうちわうちわうちわ作成作成作成作成    

37373737 万円万円万円万円    

・地域防災計画改定検討委託地域防災計画改定検討委託地域防災計画改定検討委託地域防災計画改定検討委託        500500500500 万円万円万円万円

 ☆大震災に備え、計画を改定します。 

・災害用備蓄物資購入災害用備蓄物資購入災害用備蓄物資購入災害用備蓄物資購入 2088208820882088 万円万円万円万円 

  ☆備蓄物資の拡大充実です。

 ・被災地支援事業被災地支援事業被災地支援事業被災地支援事業    850850850850 万円万円万円万円 

  宮古市、富岡町交流経費等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月・水 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！！！！

 

 

 

 

 

発行所 無所属 品川 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  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：：：：⑤⑤⑤⑤ 隣接する『四

季劇場 夏』では 6/26、「美女と野

獣」の国内 4000 回記念公演を迎え

ました。上り線（新木場行）は、劇中

曲「ﾋﾞ ｱﾜ ｹﾞｽﾄ（おもてなし）」、下り

線（大崎行）は、「美女と野獣」です♪ 

 
今週の書架 

☆☆☆☆『『『『女子校育女子校育女子校育女子校育ちちちち』（』（』（』（辛酸辛酸辛酸辛酸なめなめなめなめ子子子子        

ちくまちくまちくまちくまﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾘﾏｰﾘﾏｰﾘﾏｰﾘﾏｰ新書新書新書新書 780780780780 円円円円））））    

著者は、自分と祖母・母（女子 

校教員）・妹が女子校育ちという 

女子校一家に育つ。独特の女子校ﾜｰﾙﾄﾞを描

きつつ、女子校への慕情を語ります。「女子

校ﾀｲﾌﾟ別図鑑」「女子校育ち－その後」など

など、女子校卒の方、知人が女子校卒の方、

お子様が通学中の方、思わず「そうそう（微

笑）」とうなずいてしまうことでしょう。 

『男子校育ち』という本は、きっと売れま 

せんね、私は、購入しますが･･･（笑） 

6/27～30 まで常任委員会・特別委員会が開催

されました。私の所属する委員会の審議（一

部）を中心にご報告します。 

各委員会の審査⇒本会議採決  

というのが議会の流れです。 

◎23 年度一般会計補正予算  5511 万円 

 ・節電対策周知用看板作成 420 万円 

 ・高潮、津波対策検討調査 950 万円 

 ・耐震ｼｪﾙﾀｰ設置助成    200 万円 

◎報告事項 

 ○東日本大震災に伴う道路事業への影響 

  一部の事業で２ヶ月から１年の遅れ。 

 ○専決処分報告 

   ※専決処分－本来議会の議決を経なければ

いけない事項について地方自治体の首長首長首長首長がががが

議会議会議会議会のののの議決前議決前議決前議決前（（（（議会閉会中議会閉会中議会閉会中議会閉会中などなどなどなど））））にににに自自自自らららら処処処処

理理理理することすることすることすること。。。。次の議会で承認を求める必要

があります。そのため承認を求めています。

    １．歩道のくぼみで転倒して骨折した方 

     との示談（損害賠償額 75,678 円） 

    ２．区の清掃車が追突した事故の損害賠 

     償額（修理費 299,115 円） 

    ☆清掃車清掃車清掃車清掃車のののの事故事故事故事故はははは年間年間年間年間４４４４，，，，５５５５件件件件ありますありますありますあります。。。。

                    職員職員職員職員へのへのへのへの十分十分十分十分なななな安全教育安全教育安全教育安全教育がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

◎品川区地域防災計画の概要説明 

 平成平成平成平成 24242424 年年年年のののの地域防災計画地域防災計画地域防災計画地域防災計画のののの改訂改訂改訂改訂にににに向向向向けけけけ

てててて、、、、災害時災害時災害時災害時のののの対応等対応等対応等対応等のののの見直見直見直見直ししししを図ってい

ます。当委員会では、1 年間かけて震災

対策の見直しに対して提言します。 

《その他の委員会》 

【【【【文教委員会文教委員会文教委員会文教委員会】】】】    

    ・大井町西地区市街地再開発で建設中の 

  建物の一部の寄付の申し入れがあり、 

  区では、私立認可保育園を誘致する。 

  28 階の２階部分に 24 年 11 月開園予定

【【【【区民委員会区民委員会区民委員会区民委員会】】】】    

    ・・・・大井町ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰでの図書ｻｰﾋﾞｽ開始

        JR大井町ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ（交番隣） 

  で品川図書館蔵書資料の貸し 

出し・返却可能になります。 

 

品川区民まつり２０１１♪♪～ 

・・・・7/16.177/16.177/16.177/16.17    八潮多目的広場八潮多目的広場八潮多目的広場八潮多目的広場（（（（八潮八潮八潮八潮５５５５丁目丁目丁目丁目））））

・・・・7/30.317/30.317/30.317/30.31    天妙国寺天妙国寺天妙国寺天妙国寺（（（（南品川南品川南品川南品川２２２２））））    

・・・・7/307/307/307/30            城南小学校城南小学校城南小学校城南小学校（（（（南品川南品川南品川南品川２２２２））））    

・・・・7/307/307/307/30                伊藤学園伊藤学園伊藤学園伊藤学園（（（（大井大井大井大井５５５５））））    

☆それぞれ、盆踊り、模擬店などです。 

  なお、大井第一地区（鈴ヶ森小前桜新 

  道）は、節電のため中止です。 

※7/23.247/23.247/23.247/23.24 はははは、、、、西大井広場公園西大井広場公園西大井広場公園西大井広場公園（（（（西大井西大井西大井西大井１１１１）

で『品川納涼祭』が開催 

されます（15:30－18:00）。 

参考 『広報しながわ 7/11 号』 

時間などをご確認下さい。 

ちょっとした話ながわ 


