
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.271 

※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 

 

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 

2013201320132013 年年年年 4444/5/5/5/5    

 

 

 
ちょっとした話ながわ 

◇大森駅自転車等放置禁止区域、拡大 

☆JR 大森駅周辺では 

放置禁止区域から 

はずれた場所に自 

転車が放置されて 

ます。区民の方か 

ら私へ「歩行の妨げになる。対策を！」という

ご要望が多数寄せられ、区にお伝えしまし

た。この度、区は、5/1 から禁止区域を拡

大し、放置自転車の減少を図ります。 

注禁止区域に放置した場合は、撤去の対象です 

【追加の禁止地域】・西友と大森ﾍﾞﾙﾎﾟｰﾄの間 

・南大井６丁目 24・26～28 の大田区との境、他 

◇立会川津波浸水想定説明会、開催 

☆4/19 の 19～20:30、北浜川仲町会（東大井）

在住の方々への説明会に参加しました。 

◇趣旨：東京都の被害想定（24 年 4/18 公表）

の津波ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝでは、立会川は反映され

なかったので区が独自にｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを実施

し、詳細な津波浸水想定を行いました。 

◇内容：①想定地震＝「元禄型関東地震」（ﾏ

ｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 8.2、品川区に最大の津波高

（2.61m）が予想されます） 

 ②立会川津波浸水シミュレーション結果 

  浸水総面積     約 2.6 ﾍｸﾀｰﾙ 

  平均浸水深     約 20 ㎝ 

  最大津波到達時間 約２時間 40 分後 

 ③被害想定人口…約 800 人 

 被害想定建物数…床下浸水約 220 棟、 

床上浸水約 10 棟、浸水深 1.0m 以上なし 

◇その他の説明 

○自主避難ﾏｯﾌﾟの作り方、防水板設置助成 

◎津波からの避難ﾋﾞﾙ協定第１号⇒新南大井

ﾋﾞﾙ（南大井 1-13-5、地上 14 階建）。津波

警報、大津波警報発令時に近隣住民等約

300 人が一時待機できる（土日祝除く 7:30

～19:00）という協定を区と締結しました 

☆☆品川区イズ（番外）☆☆ 

   学校に関するルールあれこれ 

次の文章のうち法令に照らして正しいも

のはどれでしょう(2 つ) ◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆ 

①学校では、通知表（通信簿）を発行しなけれ

ばならない。 

②学校では、指導要録（入学・卒業年月日等

の学籍や成績等の指導に関する記録）を作

成し、20 年保存しなければならない。 

③学校には出席簿を備えなくてもよい。 

④学校の定期健康診断は、毎学年 

6/30 までに行わなければならない。 

⑤夏季、冬季、学年末等の休業日に 

授業日を設定してはならない。 

⑥公立の中等教育学校（都立の中高一貫校

等）の選抜方法は、学力検査を行える。 

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        

お問い合わせ：河川下水道課へ 03-5742-6794 

◇会場の北浜

川 仲 町 会 館

（ 東 大 井 ２ 丁

目）は、皆様の

関心の高さか 

ら超満員で廊下（写真左側）にも着席するほど。熱

心に区職員（⇒）の説明を聞いていました。津波に

よる浸水地域が大きな画面の地図上で示されると

食い入るように見つめていました。避難ビルの公表

に「安心」の声もありました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 みんな・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。    

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！ 

 
今週の書架 

☆『☆『☆『☆『大井町大井町大井町大井町 WalkerWalkerWalkerWalker（ｳｫｰｶｰ）（ｳｫｰｶｰ）（ｳｫｰｶｰ）（ｳｫｰｶｰ）』』』』    

（（（（角川ﾏｶﾞｼﾞﾝｽﾞ角川ﾏｶﾞｼﾞﾝｽﾞ角川ﾏｶﾞｼﾞﾝｽﾞ角川ﾏｶﾞｼﾞﾝｽﾞ 980980980980 円円円円））））    

「大井町・青物横丁・鮫洲・立会川の地元ネタ

がたっぷり！」とあります。ｸﾞﾙﾒﾈﾀも満載！

目次には、『地元自慢ﾗﾝｷﾝｸﾞﾍﾞｽﾄ 50』⇒地

元の方も知らない魅力を再発見できます。

『親子のための遊び場・学び場便利帳』⇒公

園・児童ｾﾝﾀｰなどそれぞれの施設のｶﾞｲﾄﾞ。

ﾏﾏのﾁｪｯｸ欄（ﾄｲﾚ等）もあり、親切です。『幕

末大井町物語』⇒坂本龍馬や大名屋敷の 

お話（かなり勉強になります♪～）。 

『品川区ｲｽﾞ』を解く参考になるかも？ 

 

 

 
ズ 

◇低予算ＰＲ 地方の味方 

 「うどん県」（香川県）・「ひこにゃん」（↓滋賀

県、彦根城の「ひこ」をゆるｷｬﾗに）を支えた宣

伝会社は、ｽﾀｯﾌわずか 21 人の TM ｵﾌｨｽ（大阪

市）。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなどを使って少ない予算で地域の

魅力を最大限にｱﾋﾟｰﾙするので低予算に悩む自

治体の担当者が足を運んでいる。TM ｵﾌｨｽは、箱

ﾓﾉや史跡に頼りがちな自治体に対し「地域の本

当の宝物は生活の中に隠れている」と 

説きます。 参考：4/94/94/94/9『『『『朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞』』』』 

☆耳の痛い話です。区でも様々な予算 

をかけています。どこまで、観光振興・ 

経済活性化などにつながっているか、 

きちんと検証をすべきです！  

 

 

◇都営バス、24 時間運行へ 

 猪瀬都知事は、都営ﾊﾞｽの一部で 24 時間運 

行を実施する考えを明らかにした。導入の時期

は、「ｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄにしたい」という表現を用

い、13 年度内に実現する意向を表明。ﾊﾞｽの運行

状況を見た上で、都営地下鉄の 24 時間運行も

検討していく考えも示した。庁内には、今回の

報道や知事のﾂｲｯﾀｰで知ったという職員が多

く、困惑の声もある。参考：参考：参考：参考：4/194/194/194/19『都政『都政『都政『都政新新新新報』報』報』報』    

☆現在、新橋駅～渋谷駅（六本木経由）で深夜ﾊﾞｽ

「ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ 25」が運行（平日 23 時～１時台。大人

400 円）していますが利用率は高いとはいえませ

ん。また、駅と住宅地を結ぶ路線（品川駅～八潮

ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ、等）もありますが、24 時間化には、需

要予測や利用率、ﾙｰﾄ、乗務員など、 

検討すべき課題が多いと思われます。 

 区立小学校（4/6）、

中学校（4/8）で入学式

が行われました。一人

一人呼名され、元気良

く返事をしていまし

た。中学生は、制服姿

がちょっとぎこちな

く、初々しさいっぱい

でした。小学生は 2365 

人（昨年比＋109人）、中学生は 1568 人（同＋20

人）が新しいスタート。頑張って！！ 

 

【平成25年度 新入生数/学級数（一部）】 

校名 新入生数 

(小/中) 

学級数 

(小/中) 

城南小 ５１ ２ 

城南第二小 ７９ ３ 

☆大井第一小 １３１ ４ 

鮫浜小 ２６ １ 

山中小  ６４ ２ 

☆立会小 ９８ ３ 

浜川  小/中 ６０/ ４５ ２/２ 

鈴ヶ森 小/中 ９９/１１０ ３/３ 

伊藤学園※ ７８/１７３ ３/５ 

☆品川学園※ １１９/１３４ ４/４ 

八潮学園※ ９１/ ８０ ３/３ 

☆抽選が実施された学校☆抽選が実施された学校☆抽選が実施された学校☆抽選が実施された学校        ※小中※小中※小中※小中一貫校一貫校一貫校一貫校    

 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：②④です。：②④です。：②④です。：②④です。①通知表

は、②の指導要録（20 年間保存）のよ

うに法令で作成を義務付けられてい

ませんので発行しない学校もありま

す。⑥私立中のような学力入試では

なく、入学後の適性をみるため「適性

検査」実施。複数の教科を組み合わせ

て「なぜ、そう考えるか」等、総合

的に考えさせて、自分の考えを答え

させる出題が多い傾向があります。 

鈴ヶ森小校門：記念撮影の列 


