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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 

※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    

No.216 

2012201220122012 年年年年 2222 月月月月    

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

   大相撲 立会小学校場所？？ 

 1/31、現役の外国人力士が区立立会小

学校（東大井４丁目）を訪問した。この関取

は、「当たり前のことを毎日続けてこの地位に

なれた。みんなも夢を描いて勉強を頑張ってほ

しい」と激励しました。児童や地元住民は大

歓声!!さて、この関取とは？①～④は大関。 

①琴欧州（ことおうしゅう） 

②日馬富士（はるまふじ） 

③把瑠都（ばると） 

④稀勢の里（きせのさと） 

⑤横綱・白鵬（はくほう） 

⇒ﾏｯﾄで作られた土俵で児童 

と現役力士がガチンコ勝負♪ 

 

 

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 

214 号から区が編成した 24 年度予算

案の概要をご説明しています。予算案

は、２月の議会で審議します。歳出は、

1325 億円です。予算案特集の最終回の

今号は、歳出のうち教育費、土木費です 

 ☆幼稚園・小中学校教育、図書館運営等☆幼稚園・小中学校教育、図書館運営等☆幼稚園・小中学校教育、図書館運営等☆幼稚園・小中学校教育、図書館運営等    

▽小中一貫校推進経費 注１ 54545454 億億億億 5495549554955495 万円万円万円万円    

▽すまいるｽｸｰﾙ運営費 注２ 11111111 億億億億 4213421342134213 万円万円万円万円    

▽土曜日授業の実施   注３ 2964296429642964 万円万円万円万円    

▽学校環境整備事業 

・屋上防水 

・便所配水管耐震化 

・ﾌﾟｰﾙ整備、屋外階段改修 

・屋内運動場整備 

・擁壁改修－立会小 

11111111 億億億億 8317831783178317 万円万円万円万円    

大井第一小他 

鈴ヶ森小他 

山中小 

東海中他 

1 億 6000 万円 

▽預かり保育 ・区立幼稚園 

・私立幼稚園への補助金 

5園 2629万円 

   1480 万円 

注１：一貫校の品川学園校庭拡

張工事、豊葉の杜学園（ほ

うようのもり）工事等 

注２：38 小学校で１校約 3000 

万円の経費。運営方法の検討が今後必要です。 

注３：授業時数確保のため第１・３土曜日に 

午前授業実施（原則給食なし） 

 

◇学校給食費    ◎◎◎◎14141414 億億億億 1301130113011301 万円万円万円万円 

・学校給食調理代行拡大 

⇒小中 53 校の全校で代行が完了 

◇品川区独自採用教員給与費 

・教員 14 人分給与等    ◎◎◎◎1111 億億億億 725725725725 万円万円万円万円 

◇給食用食材の放射能物質検査    ◎◎◎◎948948948948 万円万円万円万円 

◇区立幼稚園運営費－５園、定員 341 名 

              ◎２億◎２億◎２億◎２億 3075307530753075 万円万円万円万円    

【プラン 21 推進事業】   ◎２億◎２億◎２億◎２億 7248724872487248 万円万円万円万円    

☆『ﾌﾟﾗﾝ 21』は、平成 12 年に開始された教育

改革。小中一貫教育、市民科等様々な施策を

展開しています。今年度は、施設分離型一貫

校（校舎が小中別々）での施策を注視します。 

▽小中一貫教育推進経費 1112111211121112 万円万円万円万円    

▽習熟度別学習推進経費 3289328932893289 万円万円万円万円    

▽英語科・１～２年 20 時間/年 

    ・３～６年 35 時間/年 

4912491249124912 万円万円万円万円    

▽和楽器による音楽教育 5,8 年生 559559559559 万円万円万円万円    

▽特色ある教育活動経費 

 ・学校別ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成、田植え

体験学習他 

5211521152115211 万円万円万円万円    

    

▽中学校学力向上ﾌﾟﾗﾝ推進 

勉強合宿勉強合宿勉強合宿勉強合宿－日野学園中学２年

生が3泊 4日で 5教科他を勉強 

163163163163 万円万円万円万円    

生徒約 120

人が参加 

・188 億 7774 万円 

・歳出の 14.2％ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。    

 

ちょっとした話ながわ 

ﾊﾟﾁﾝｺ代欲しさ…スリ容疑 主婦逮捕 

買い物中の高齢女性を狙い、品物を見ている

すきに、多額の現金が入った手提げｶﾊﾞﾝをすっ

たとして、窃盗容疑で東大井在住の主婦（47）が

２日に逮捕された。昨年 9 月頃から区内のｽｰﾊﾟ

ｰなどで同じ手口の犯行を重ねたとみられ、大

井署の調べに「パチンコなどの遊興費が欲しかっ

た。他にも 20 件位やった」、「盗まれても追いかけ

てこない高齢の女性を狙った」などと供述。 

参考：2/3 ｻﾝｹｲ新聞 

☆卑劣な犯罪です。買い物ｶｰﾄ卑劣な犯罪です。買い物ｶｰﾄ卑劣な犯罪です。買い物ｶｰﾄ卑劣な犯罪です。買い物ｶｰﾄ    

にかけていたｶﾊﾞﾝがすられてにかけていたｶﾊﾞﾝがすられてにかけていたｶﾊﾞﾝがすられてにかけていたｶﾊﾞﾝがすられて    

います。います。います。います。ご注意を！ 

 

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！ 

☆住宅・道路・公園☆住宅・道路・公園☆住宅・道路・公園☆住宅・道路・公園等等等等のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりですですですです    

▽勝島ﾎﾟﾝﾌﾟ所流域 

浸水対策 

・浜川雨水排水管建設

工事（注１） 

・立会川雨水放流管建

設関連整備（注２） 

6666 億億億億 1958195819581958 万円万円万円万円    

    

約 5億円 

 

約 7000 万円 

施設移転費用    

▽勝島運河の水質改善 設計設計設計設計3242324232423242万円万円万円万円    

注１：なぎさ会館（南大井１丁目）から

浜川公園までの地下 18m に直径

2.6m の排水管を設置します。約５

年間で総事業費約 13 億円です 

  注２：立会川の地下に排水管設置。 

   ４年間で総事業費約 50 億円 

▽交通安全啓発費    ◎◎◎◎1849184918491849 万円万円万円万円 

・ｽﾀﾝﾄﾏﾝを活用した自転車安全教室 

・自転車ｼﾐｭﾚｰﾀを活用した自転車安

全教室 

・３歳児母親交通安全教室 他 

☆自転車による交通事故が多発して自転車による交通事故が多発して自転車による交通事故が多発して自転車による交通事故が多発して

います。います。います。います。交通交通交通交通安全は、本来的に警安全は、本来的に警安全は、本来的に警安全は、本来的に警

視庁（東京都）の仕事ですが、区視庁（東京都）の仕事ですが、区視庁（東京都）の仕事ですが、区視庁（東京都）の仕事ですが、区

も積極的にも積極的にも積極的にも積極的に企画・企画・企画・企画・実施すべきです。実施すべきです。実施すべきです。実施すべきです。    

▽有料駐輪場運営、放置防止指導・啓発 

等            ◎３億◎３億◎３億◎３億 5851585158515851万円万円万円万円    

▽商店街電線類地中化事業（北品川・戸

越銀座）      ◎７億◎７億◎７億◎７億 7917791779177917万円万円万円万円    

▽りんかい線大井町駅ﾎｰﾑの点状ﾌﾞﾛｯｸ

整備（端がわかるように） ◎◎◎◎1534153415341534 万円万円万円万円 

 

 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：⑤：⑤：⑤：⑤ 子ども 

達は大 

喜び！ 

⇒白鵬 

・170 億 3899 万円 

・歳出の 12.8％ 

 

【防災対策】☆今年度、今年度、今年度、今年度、防災対 

策のののの事業事業事業事業が増えていますが増えていますが増えていますが増えています。。。。 

▽海抜表示版設置  

・道路や電柱に海抜を

記した表示板を設

置 （注１） 

800800800800 万円万円万円万円    

約 500 ヶ所設置 

※第一京浜国道

から海側 

▽区民参加による津波ﾊ

ｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ・ﾏﾆｭｱﾙ作成 

・津波避難ﾋﾞﾙ候補・

避難ﾙｰﾄ調査 

   1500150015001500 万円万円万円万円    

※津波・高潮対 

 策。ﾓﾃﾞﾙ地区

（注２）でﾏｯﾌﾟ

等作成 

▽下水道管改修事業 

・避難所に接続する下

水道管とﾏﾝﾎｰﾙの接

続部分の耐震化 

・ﾏﾝﾎｰﾙ浮上抑制対策 

４億４億４億４億 6838683868386838 万円万円万円万円    

 1億4000万円 

 

 

   6500 万円 

 

▽防災広場の整備 

・戸越４丁目、豊町３

丁目、豊町２丁目 

9340934093409340 万円万円万円万円    

※24・25 年度で

整備 

▽ 特 定 緊 急 輸 送 道 路（※）沿道建築物の耐震

化促進 

・耐震診断、耐震補強、

耐震改修工事助成 

10101010億億億億8684868486848684万円万円万円万円    

※第一京浜・第

二京浜国道、

中原街道な

ど 

注１：「海抜表示」は、４m未満の地域が中

心で、浸水の恐れがあることを普段か

ら認識していただくためです。 

注２：万一の時にどちらに逃げればいい 

か、分かるﾏｯﾌﾟ 

を住民参加で作 

成。ﾓﾃﾞﾙ地区は、 

運河近くの数町 

会の予定です。 

 


