
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.292 

※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 

 

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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

品川の学校給食は、手作り♪ 

  区立小中学校の給食は、目的が学校給

食法によって規定され、教育活動の一環と

して行われています。さて、次のうち、手

作りのもの（品川区立学校の給食室で作ってい

るもの）は、どれでしょう？全て手作りの場

合は、⑥とお答えください。 

① ハンバーグ 

② 餃子（ぎょうざ） 

③ ゼリー 

④ ホワイトソース 

⑤ カレールー 

◎難易度◎難易度◎難易度◎難易度    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

 

 

2013201320132013 年年年年 11111111・・・・12121212 月月月月    

290 号から引き続き、今号は、決算特別委員会

（24 年度歳入・歳出）の審議のうち、歳出：土木

費・教育費の一部をご報告します。 

Ｑ：他議員の質問Ｑ：他議員の質問Ｑ：他議員の質問Ｑ：他議員の質問            Ａ：区の答弁Ａ：区の答弁Ａ：区の答弁Ａ：区の答弁        

◎平成◎平成◎平成◎平成 24242424 年度決算額年度決算額年度決算額年度決算額    ☆私の☆私の☆私の☆私のｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄ        

・歳出歳出歳出歳出    1291 億 7566 万 3360 円 

※区民１人当たり 約 35.9 万円 

 

道路・公園整備など道路・公園整備など道路・公園整備など道路・公園整備など    

⇒⇒⇒⇒142142142142 億億億億 376376376376 万円万円万円万円    

 

《立会川雨水放流管》 

Ｑ:この建設整備は、どのような内容か？ 

Ａ:都が実施している。旧月見橋の家（南大井

５丁目）からなぎさ会館（勝島３丁目）まで

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼｰﾝ（注：地下を横に掘り進む掘削機）

で整備する。おおむね平成 30 年度までの予

定。また、都の第２立会川幹線整備事業と関

連している。こちらは上流部と中流部が完成

し、今、下流部の工事(注：浜川公園～なぎ

さ会館、27 年度までの予定)をしている。こ

の２つは、浸水対策に大きく寄与する事業。 

◎立会川雨水放流管建設関連整備費◎立会川雨水放流管建設関連整備費◎立会川雨水放流管建設関連整備費◎立会川雨水放流管建設関連整備費        

1111 億億億億 8429842984298429 万円万円万円万円    

◎浜川雨水排水管建設工事◎浜川雨水排水管建設工事◎浜川雨水排水管建設工事◎浜川雨水排水管建設工事            ３億３億３億３億 8950895089508950 万円万円万円万円    

☆ともに雨水を地下の管からﾎﾟﾝﾌﾟ場に流し、立会

川に直接流入させないようにする工事。これら

の完成で、立会川の浸水対策だけでなく、水質

改善も進むことになります。 

《ﾗﾝﾅｰ用ｼｬﾜｰ施設設置を》 

Ｑ:区内の方々のﾗﾝﾆﾝｸﾞしやすさのために、ｼｬ

ﾜｰ施設と、できればｺｲﾝﾛｯｶｰの整備を。 

Ａ:現在、区民公園の中央部分整備 

の基本設計を行っている。ﾃﾆｽ利 

用者用の更衣室も設計している。 

区民公園でもﾗﾝﾅｰが増えている 

ので、この中でﾗﾝﾅｰ向けのｻｰﾋﾞｽ 

をできないか検討中である。 

《「ｱｻﾞﾗｼが！突き刺さった!?」YouTube》 

Ｑ: しながわ水族館の公式ﾁｬﾝﾈﾙが YouTube

（※）に設けられている。 再生回数は、

「ｱｻﾞﾗｼが！突き刺さった!？」が 10 万回、

「ｱｼｶの腹筋」が 2 万 5 千回を超えている。

これに対する区の評価は？ 

 

Ａ:非常に人気ということです。ｻﾝ 

ｼｬｲﾝ（注：水族館の運営会社）と 

相談し、PR という意味で YouTube 

を始めた。非常に PR 効果が高か 

った。 

◎しながわ水族館運営費◎しながわ水族館運営費◎しながわ水族館運営費◎しながわ水族館運営費    １億１億１億１億 934934934934 万円万円万円万円 

※YouTube（ﾕｰﾁｭｰﾌﾞ）＝ｱﾒﾘｶの YouTube,LLC

が運営する動画共有ｻｲﾄ。ﾊﾟｿｺﾝ・携帯・ｽﾏ

ｰﾄﾌｫﾝ等で動画を見たり、投稿ができる。 

☆動画の人気を水族館自体の人気につなげ、入

場者増に結び付けるための方策が必要です。 

現在、ｸﾘｽﾏｽｲﾍﾞﾝト、開催中！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全小中学校で民間委託してます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆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！ 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：⑥：⑥：⑥：⑥ 既製品を加工

するのではなく、学校の給食室で

作っています（業務は、全小中学

校で民間業者に委託しています）。

だし（削り節）・ｽｰﾌﾟ（豚骨・鶏が

ら）もとっています。ｳｲﾝﾅｰやﾊﾑ等

は無添加です。また、化学調味料

は、使いません。 

 

 

ちょっとした話ながわ 

12/8（日）区内一斉防災訓練実施！！ 

 震度７クラスの大地震の発生を想定し、発生

（午前 10 時）から正午まで、複数の避難所を

同時に開設し、訓練を行います。ご参加を！ 

【訓練避難所】 

◇大井第一地区◇大井第一地区◇大井第一地区◇大井第一地区⇒各避難所（学校）。 

町会ごとに決まっています。 

◇その他の地区◇その他の地区◇その他の地区◇その他の地区⇒地区ごとに１～ 

２ヶ所の学校等で行います。 

☆「訓練避難所（学校等）って、どこ？」等の

お問い合わせは、防災課 ５７４２－６６９６へ 

 

小中学校・図書館運営等小中学校・図書館運営等小中学校・図書館運営等小中学校・図書館運営等    

⇒⇒⇒⇒191191191191 億億億億 7112711271127112 万円万円万円万円    

《学校ﾄｲﾚの洋式化を》 

Ｑ:小学校ﾄｲﾚの洋式化は、保護者 

の学校選択の一つの大きな指標 

になっている。洋式化目標値と 

達成時期は？ 

Ａ:和式ﾄｲﾚ 46.7％、959 基、洋式ﾄｲﾚ 53.3％、

1095 基。改修の際に洋式を基本としつつ、和

式も残す。当面の計画は、洋式ﾄｲﾚが 50％以下

の７つの学校で順次計画的に進めていく。24

年度は、浅間台小：約 2800 万円、京陽（けい

よう）小：約 4500 万円と多額の経費がかかっ

ている。 ◎便所改修工事費◎便所改修工事費◎便所改修工事費◎便所改修工事費２校２校２校２校    7340734073407340 万円万円万円万円    

☆ある民間調査で「学校で排便をするのがイヤ」とい

う児童生徒が過半数でした（理由は様々）。また、

「洋式がいいか、和式がいいか?」の問いには、洋

式派が 65％でした。速やかな改修を要望します。 

《学校体育館の冷暖房化を》 

Ｑ:小中学校の体育館は、災害時の避難場所とい

う意味でも冷暖房化を進めている区もあると

聞く。他区の状況と区の考えは？ 

Ａ:23 区で小学校 843 校中 48 校、中学校 384 校

中27校と５～６％。中央区が全校冷暖房だが、

その他は、区で大規模改修や新築で１、２校

である。冷暖房をしない理由は、①後付で機

器をつけると 4～5000 万円かかる。②熱効率 

が悪いので、維持管理費が年間

300 万円、400 万円とかかる。 

夏休み、冬休みもあり、普通

教室も 100％冷房化されている

ので、どうしても体育館を冷暖

房化しなきゃいけない、という

ことではない。 

《第１、３土曜日の通学路の安全確保を》 

Ｑ:区では、第 1、3 土曜日に学校がある。安全

確保のために（平日のように）ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝの指

定を（注：自動車の通行規制をする）。 

Ａ:警視庁交通規制課から、 

「道路標識令」で標識に 

[土曜・日曜日を除く]と 

あり、このただし書きを品 

川区だけ、[第 1，3，5 を除く]とは、都全体

を考えるとできない、といわれている。なか

なか法規制の壁、公安委員会の壁が崩せない。

☆区の粘り強い働きかけを求めます。 

《学校防犯カメラについて》 

Ｑ:学校設置の防犯ｶﾒﾗの区全体の数は。また、

ｶﾒﾗの運営経費は。 

Ａ:小、中、一貫校で 181 台。 

買い取りﾀｲﾌﾟで一式 150～250 

万円（注：都の補助金がある）。 

維持管理費は、電気代くらい。 

耐用年数５～10 年、更新に都 

の補助金は、無い。子どもの安全を守る設備

なので、計画的に改修していく。 


