
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.301 

※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 ☆☆ 

大井町駅そばの踏切って？ 

   ＪＲ大井町駅ホームのすぐそば（大森

駅寄り）の踏切は、「開かずの踏切」で有名で

す。そばには、JR を立体交差している陸橋（池

上通り）があります。さて、この踏切に関す

る記述のうち誤り誤り誤り誤りを１つ選んで下さい。 

①陸橋ができる前までは、 

ここが池上通りであった。 

②東京駅から東海道線（京 

浜東北線）に乗った場合 

の最初の踏切である。 

③品川道踏切といい、東京 

駅から９ｷﾛ 411 ㍍である。 

④自動車が通行できる。  ◎難易度☆☆◎難易度☆☆◎難易度☆☆◎難易度☆☆☆☆☆☆ 

2014201420142014 年年年年 3333 月月月月    

 

 

 26 年度 品川区予算 1462 億円 

※品川区の人口：約 36 万人 

品川区の 26 年度予算案については、298～

300 号でご報告しました（現在、区議会で審議

中です）。東京の他区の平成 26（2014）年度の

予算案も発表され、各区議会で審議されてい

ます。今号は、他区の予算案の一部をご説明

します。各区とも防災対策・子育て支援・高齢者

向け施策を重点課題としています。特色ある

施策を中心に一部の区をご説明します。 

 ◎は、予算額です ☆私のコメント 

◇レンタサイクル事業開始     ◎２億円◎２億円◎２億円◎２億円 

 貸出用自転車を常備した「ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ」を複数

設け、どこでも借りたり、返却で 

きるﾚﾝﾀｻｲｸﾙ。ﾎﾟｰﾄ 30 カ所、自転車 

300 台を置く。東京五輪の競技場が 

３ヵ所あり、区内観光・通勤利用が 

期待される。☆成果を注視します。☆成果を注視します。☆成果を注視します。☆成果を注視します。 

◇喫煙所助成で分煙促進    ◎◎◎◎1882188218821882 万円万円万円万円    

 民間の屋内喫煙所設置への助成拡大。 

◇区内客引き行為防止条例制定 

 ﾓﾃﾞﾙ地区を設定し、業種を限定せず、 

18 歳未満の児童の健全育成の観点を 

明文化。地域ﾙｰﾙに基づき活動でき 

る体制整備。☆実効性を調査します。☆実効性を調査します。☆実効性を調査します。☆実効性を調査します。 

◇新空港線の整備促進   ◎５億◎５億◎５億◎５億 1695169516951695 万円万円万円万円 

JR と京急の二つの蒲田駅を結ぶ「新空港線」 

（＝蒲蒲線）の着工準備資金として積み立 

てる。他、整備計画案作成の検討も。  

◇（仮称）勝海舟記念館整備   ◎◎◎◎1404140414041404 万円万円万円万円 

 昭和初期の歴史的建造物「鳳凰閣」を洗足

池の立地を生かして公園と一体にして整備 

◇「（仮称）区客引き・客待ち防止条例」制定－蒲

田駅周辺等繁華街でのしつこい客引き行為

等禁止。過料（罰金）規定も。◎◎◎◎2324232423242324 万円万円万円万円 

◇お台場水質調査       ◎◎◎◎354354354354 万円万円万円万円    

 東京五輪でお台場海浜公園がﾄﾗｲｱｽﾛﾝ・水泳

会場となることから、周辺 

海域の水質調査着手。「泳げ 

る海」を目指す。 

◇自転車シェアリング 

 新橋・虎ノ門地区で 150 台、港南地区（JR

品川）で 60 台自転車準備。ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等で会員

登録・予約して移動・観光用に自転車を有料

で貸し出す。利用者はｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ等で支払う。 

予算額：予算額：予算額：予算額：471471471471 億円億円億円億円    

人口：人口：人口：人口：約約約約 5.5.5.5.3333 万人万人万人万人 

予算額：予算額：予算額：予算額：2420242024202420 億円億円億円億円    

人口：人口：人口：人口：約約約約 70707070 万人万人万人万人 

予算額：予算額：予算額：予算額：1397139713971397 億円億円億円億円    

人口：人口：人口：人口：約約約約 23.523.523.523.5 万人万人万人万人 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。    

 

 

ちょっとした話ながわ 

ビーチバレーボール in 品川 

日時日時日時日時::::3/163/163/163/16（日）（日）（日）（日）12:0012:0012:0012:00～～～～17:0017:0017:0017:00    

場所：大井町駅前中央通り   

①ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝﾏｯﾁ（特別実演）－現日本代表選

手によるｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝﾏｯﾁ（男女 2 ﾁｰﾑ） 

②ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ体験ｺｰﾅｰ 

 砂のｺｰﾄの感触を体験しよう！ 

③国際交流ｴﾘｱ－区内大使館等

の協力で料理や物産の紹介。 

     お問い合わせ：しながわ観光協会 

             ０３－５７４３－７６４２ 

☆ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ☆ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ☆ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ☆ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催記念開催記念開催記念開催記念関連事業。予算関連事業。予算関連事業。予算関連事業。予算：：：：700700700700 万円万円万円万円    

◇全中学生の英検受験料無料   ◎◎◎◎3483348334833483 万円万円万円万円 

 東京五輪に向けて英語の学習意欲向上 

を目指し、中学の各学年で実用英語検定 

３～５級の受験料（1400～2500 円）を負 

担（各学年で１回受験機会を保障）。 

卒業までに３級取得を目指す。 

◇空き家対策         ◎◎◎◎1207120712071207 万円万円万円万円 

 区費で除去（解体）し、区が土地を無償で借

り受け、公共目的で使用する事業。区内には 

空き家が約 180 軒あり、来年度は５軒で実施。 

☆品川区でも対応に苦慮しています。参考に。 

◇個別学習指導員配置   ◎６億◎６億◎６億◎６億 8109810981098109 万円万円万円万円    

 小学校で特定科目に遅れがある児童に対し

「そだち指導員」が個別学習指導を行う。中

学校の英・国・数の学力定着に向け、若手教

員の授業力ｱｯﾌﾟのための指導等を行う「教科

指導専門員」を 15 人置く。また、中 1 の 200

人が夏期勉強合宿実施。☆とてもよい施策です 

◇生活保護困窮者支援担当課新設 

 生活保護受給者数 2万 6000 人は、23区最多。 

生活保護に至る前の支援を強化する。 

◇すみだ北斎美術館の整備  ◎◎◎◎11111111 億億億億 7602760276027602 万円万円万円万円 

 墨田区生誕の絵師、葛飾北斎（かつしかほく

さい）の作品展示美術館。ｽｶｲﾂﾘｰと並ぶ観光

施設として期待。建設工事費は、建設資材や

人件費の高騰で 10 億円増の 34 億円に変更さ

れた（28 年度竣工予定）。 

◇一時避難所のｿｰﾗｰ照明設置  ◎◎◎◎6000600060006000万円万円万円万円    

53 ヶ所に夜間や停電時にも点灯するｿｰﾗｰ照

明灯を整備。 

◇就学前ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ         ◎◎◎◎200200200200 万円万円万円万円 

 10 月から就学前の区立保育園の年長児が週

1 回、小学校に行き、授業・ 

給食などを体験する。円滑に 

小学校教育に移行できるよう 

にする。毎週通うのは 23 区で 

初（渋谷区談）。☆品川区では、毎週ではあ 

りませんが保育園児の体験実施をしています。 

 

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！ 

◇ﾀﾌﾞﾚｯﾄﾊﾟｿｺﾝを１人１台  ◎◎◎◎7777 億億億億 9953995399539953 万円万円万円万円 

 今年度からﾓﾃﾞﾙ実施しているが、26 年度に全

区立小中学校にﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末導入。小 1～2 年

は、4 ｸﾗｽに 1 ｾｯﾄ（35台）、小３～６年 

は、2 ｸﾗｽに 1 ｾｯﾄ（40台）、中学校は、 

全員分。活用時に１人 1台体制確立。 

◇あらかわ寺子屋 

 各校個別実施の補習学習を全小・中学校で統

一的に実施。教員志望の大学生等を活用し、

始業前や放課後に週 1 回以上実施を目指す。 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：：：：④④④④    歩行者・自転

車のみです。自動車は陸橋へ。①

陸橋の完成後撤去しないのは例

外的。池上通りの旧道です。②③

看板（←）に「№１」の表示と距

離があります。 

予算額：予算額：予算額：予算額：2564256425642564 億円億円億円億円    

人口：人口：人口：人口：約約約約 67676767 万人万人万人万人 

予算額：予算額：予算額：予算額：932932932932 億円億円億円億円    

人口：人口：人口：人口：約約約約 20202020．．．．6666 万人万人万人万人 

予算額：予算額：予算額：予算額：1066106610661066 億円億円億円億円    

人口：人口：人口：人口：約約約約 25252525 万人万人万人万人 

予算額：予算額：予算額：予算額：761761761761 億円億円億円億円    

人口：人口：人口：人口：約約約約 20202020 万人万人万人万人 

予算額：予算額：予算額：予算額：827827827827 億円億円億円億円    

人口：人口：人口：人口：約約約約 21212121 万人万人万人万人 


