
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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：品品品品川区川区川区川区    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

東京都は、都内に震災対策用応急給水

施設を整備しています。区内にも井戸４ヶ所、

給水施設４ヶ所があります。その給水施設の１

つは、区内の学校内にあります。さて、次のど

こにあるでしょうか。また、以下の５校は、災

害時の避難所としても区と都で協定を結んでい

ます。万一のためにご記憶下さい。 

①都立大崎高校（豊町２丁目） 

②都立小山台高校（小山３丁目） 

③都立八潮高校（東品川３） 

④産業技術大学院大学（東大井１） 

⑤都立品川特別支援学校（南品川６） 

No.213 

2012201220122012 年年年年 1111 月月月月    

 

 

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        平成23年 4月 5,232 票(１位)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１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１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！ 
 
しがらみのない無所属 

職員寮は、『災害対策職員待機寮』とい

う位置付けです。防災対策の一環として

の設置です。入寮職員の義務は⇒⇒⇒ 

≪初動人員の確保≫  正規勤務時間外

の災害発生時は区役所等に参集し、初

動連絡や災害対策本部室の開設準備

に当る。 

≪有事への備え≫  入寮職員向け等の

防災訓他（年 10 回）に８割以上参加す

る（「参加率８割未満が２年続くと退

寮させることがある」の規則あり）。 

 

◇消防庁主催の救命講習会への出席、検定

合格などの義務があります。 

◇入居期限…５年で退去 

◎◎◎◎23232323 年度予算年度予算年度予算年度予算    職員職員職員職員住宅関係費住宅関係費住宅関係費住宅関係費 6173617361736173 万円万円万円万円    

☆災害や水害の発生時の初動人員確保の側

面からは、必要な施策です。ただ、訓練参

加のチェックを厳密に行うべきです。また、

今後、区では財政難が予想されます。     

利用料については、狭く、

老朽化しているとはいえ、

見直す必要があります。 

 

【災害対策職員待機寮】 

①区有施設 ７棟 72 戸（単身寮 36 戸・家族寮 36 戸） 

待機寮名待機寮名待機寮名待機寮名    所在所在所在所在    住宅利用料住宅利用料住宅利用料住宅利用料    円円円円    戸数戸数戸数戸数    

荏原第二 荏原 6-17-12 19300～42900 5 

伊藤 西大井 5-22-11 20700～40900 8 

東大井 東大井 2-16-12 35300～44900 8 

倉田 大井 4-29-22 21700 6 

東品川 東品川 3-1-5 59700 8 

北品川 北品川 3-11-17 31800～63900 17 

荏原 中延 2-11-5 34800～66400 20 

 

◇区有施設は、築20年以上の

ものが５ヶ所。築 10 年が１ヶ

所。荏原が平成 21 年改修。 

 

②借上施設戸数 12 棟 34 戸 

 民間から区が借上げて、家

賃を約５割負担している待

機寮なので、住宅利用料は、 

\45360～52920 です。 
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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 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆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☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

クイズの答え：③クイズの答え：③クイズの答え：③クイズの答え：③都立八潮高校

（水 100 ㎥）。他には、戸越公園

（豊町２丁目、1500 ㎥、震災対

策特別委員会で視察しました）、

しおじ公園（八潮５丁目、1500

㎥）、林試の森公園（目黒区下目

黒５丁目、1500 ㎥）の３ヶ所。 

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、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 

 

ちょっとした話ながわ 

◇区の保養所の仕組みが変わります！ 

品川荘・日光光林荘は、24 年４月から民間事

業者へ貸付となり、利用方法が変更になりま

す。また、これまで民間のﾎﾃﾙなどを品川区が

借上げて低料金で利用できましたが、その事

業は、廃止しました。24 年４月からは、品川

荘等の貸付業者運営の施設を優 

待料金で利用できます（箱根、 

伊東、伊豆等８施設）詳細は、 

『広報しながわ 1/21 号』、 

地域活動課５７４２－６６８７へ。 

 

☆私の所属委員会です。 

◎しながわ環境大賞の選考結果 

 地球温暖化防止など環境保全に関する活動を

顕彰します。    ◎◎◎◎23232323 年度予算年度予算年度予算年度予算    129129129129 万円万円万円万円    

《しながわ環境大賞》 ３団体が受賞 

・株式会社日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（東品川４丁目） 

 平成 15 年からｼﾞｭﾈｰﾌﾞ平和通り（品川ｼｰｻｲﾄﾞ～ 

青物横丁）の約 500m の歩道 

や植え込みの清掃活動（写 

真）や東海中学校で情報ﾓ 

ﾗﾙの授業をﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで実施。 

・山中エコクラブ 

 全国組織の『子どもエコク 

ラブ』の登録団体として毎 

月 80 名近い保護者と子どもが山中小学校（大 

井３丁目）と連携して『親子エコ活動』を実施。 

また、環境に関する壁新聞を発行して啓発を行 

った。 

《環境賞》 ５団体・１個人が受賞 

・浜川中学校（東大井３丁目） 

 生徒の発案で始まった学校周辺の地域環境整

備活動に定期的に取り組んでいる。 

☆この他☆この他☆この他☆この他のののの活動も含め、それぞれの活動は、自発活動も含め、それぞれの活動は、自発活動も含め、それぞれの活動は、自発活動も含め、それぞれの活動は、自発

的に地道で継続的に行われていました。大変素的に地道で継続的に行われていました。大変素的に地道で継続的に行われていました。大変素的に地道で継続的に行われていました。大変素

晴しい晴しい晴しい晴しい活動内容でした活動内容でした活動内容でした活動内容でした。。。。広がることを切望しま広がることを切望しま広がることを切望しま広がることを切望しま

す。す。す。す。2/182/182/182/18 にきゅりあんにきゅりあんにきゅりあんにきゅりあんで表彰式で表彰式で表彰式で表彰式がががが行われます。行われます。行われます。行われます。    

◎公共施設のコスト表示について 

 区立施設の維持管理コストを表示し、公共施

設の現状と今後のあり方について理解をいた

だく（委員会資料より）。 

１．対象施設 区立施設（202 施設） 

 ・２３年度 無料利用施設 

児童センター、シルバーセンター、図書館 

 ・２４年度 有料施設 

区民集会所、区民センターなど 

 ・２５年度 子どもが利用する有料施設 

  保育園、幼稚園など 

２．表示項目 

 ①物件費（光熱費など） 

 ②職員給与費 

 ③減価償却費 

 ④財源（使用料・税負担額） 

    同種の各施設における平均値 

３．パネル（42×59㎝）で掲示する。 

≪パネルイメージ≫ 資料を少し修正しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆委員会では、各会☆委員会では、各会☆委員会では、各会☆委員会では、各会派から様々な意見が出て、派から様々な意見が出て、派から様々な意見が出て、派から様々な意見が出て、

区は、区は、区は、区は、「「「「検討す検討す検討す検討するるるる」」」」という答弁でした。という答弁でした。という答弁でした。という答弁でした。区民区民区民区民

の方々が誤解しないよう、表示内容の検討をの方々が誤解しないよう、表示内容の検討をの方々が誤解しないよう、表示内容の検討をの方々が誤解しないよう、表示内容の検討を    

 

☆1/23,25,26 に常任委員会・特別委員会が開催

されました。委員会審議の一部をご報告します。 

年間経費の合計 ○○○万円 

    内訳 維持管理費 ○○○万円 

    光熱費   ○○○万円 

    事業等経費 ○○○万円 

    職員給与費 ○○○万円 

 

 財源 使用料   ○○○万円 

    税負担   ○○○万円 

 

       お問合せ ○○課 


