
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    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 

2010201020102010 年年年年 8888 月月月月    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
  『広報しながわ』をご存じですか？ 
品川区では、年 40 回発行（22 年度予算額
１ 億 2632 万 円）。月に３回の定例号
（156,000 部発行）は、６大紙に折り込ん
でお届けしています。今年は、８/１号（福
祉特集号、216,000 部発行）を折込ではな
く㈱日経ﾋﾟｰｱｰﾙに委託し、試験的に全戸に  

配布しました。この配布 
委託の費用はいくらでし 
ょうか？ 

① 約 50 万円 
② 約 100 万円 
③ 約 150 万円 
④ 約 200 万円 

 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、
早稲田実業高、早稲田大学（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。東京大学研究員、塾などを経て、
教師（早稲田実業高、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 
2541 票の支持をいただき初当選！ 
 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

 しがらみのない無所属 

No.145 

    
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    

 
 

 
ちょっとした話ながわ 

8/28、29 は大井町でお祭り！！ 
☆大井どんたく 8/28、18－20 時 
  ◇盆踊り 
☆大井フェスタ 8/28、29．11－17 時 
  ◇国際交流フェア、大井元気フェスタ 
  ◇音楽と踊りのイベント 

◇こどもフェスタ 
  ◇大井屋台村、大ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 
  ◇ホテルビレッジ、他 
※ともに大井町駅前中央通り他で。 
大井フェスタ＆大井どんたく組織 
委員会事務局 3471‐9740 

『『『『不明不明不明不明「「「「100100100100歳以上歳以上歳以上歳以上」」」」全国全国全国全国でででで242242242242人人人人』』』』    
                                        （（（（読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞    8/158/158/158/15）））） 
全国各地で100歳以上の高齢者の居場所が不明

となっています。都内では、大田・港・荒川区で
各２人等、計13人が不明です（8/13朝日新聞）。
国は、区市町村に実態調査を行う旨を発表しまし
た。品川区内には、100歳以上（7/1現在）の方々
が121名（男８名、女113名）いらっしゃ 
います。 

『品川区の対応とその結果は？』 
高齢者高齢者高齢者高齢者いきがいいきがいいきがいいきがい課課課課に問い合わせまし 

た。以下は、8/7の回答の要約です。 
◇「従来より70歳以上の高齢者世帯、 
高齢者単独世帯については民生委員を 
通じ安否確認等をしています。今回、全国各地の
事象が明らかになった後、直ちに改めて100歳以
上の方々の実態の裏付け確認を行いました。 

○要介護認定されている。 
○介護、高齢者、健康保険等の公的サービスを

受けている。 
○99歳以上の長寿のお祝いの受領（新100歳は

都からの銀杯授与があるため、今年は、8月4
日、5日で回って届けた。確認のため受領印
も貰っている）。 

など。その他、民生委員（288人）の訪問などに
より、全121人の実態が問題ないことを確認し終え
ました。」 

◇「なお、足立区のような事件性のありそう
なものや、不存在の情報が寄せられた場合に
は、実態を確認し、戸籍住民票係に情報連携
を行い、再度所管の方で現状調査し、場合に
よっては職権により住民基本台帳抹消の手続
きをとるなど、横の連携も確認しました。」 
☆全員全員全員全員のののの方方方方がががが無事無事無事無事でででで何何何何よりでよりでよりでよりでしししし    

たたたた。。。。あるあるあるある区区区区ではではではでは、、、、民生委員民生委員民生委員民生委員がががが    
高齢者高齢者高齢者高齢者（（（（90909090 才才才才））））のののの所在所在所在所在がががが不明不明不明不明    
なのでなのでなのでなので区区区区のののの担当者担当者担当者担当者にににに報告報告報告報告したしたしたした    
がががが、、、、そのそのそのその後後後後もももも区区区区からのからのからのからの郵便物郵便物郵便物郵便物    
がががが届届届届いていいていいていいていたというたというたというたという事例事例事例事例もあもあもあもあ    
りりりりましたましたましたました。。。。部署を超えて情報を共有し予防的
に高齢者を見守る仕組みが必要です（しんじ）    

 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
発行所 品川区議会無所属クラブ 
発行者 高橋慎司（副幹事長） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区区区区政報告政報告政報告政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

 今週の書架 
☆☆☆☆『『『『「「「「普天間普天間普天間普天間」」」」交渉秘録交渉秘録交渉秘録交渉秘録』』』』    

（（（（守屋武昌守屋武昌守屋武昌守屋武昌    新潮社新潮社新潮社新潮社    1600160016001600 円円円円））））    
著者は元防衛省事務次官（2003～2007 年。
防衛省の役人のﾄｯﾌﾟ）。在職中から膨大な
量の詳細な日記を記し、今回、公開し、「普
天間問題」の在職当時の経緯を明らかにし
ました。当時の小泉首相や大臣、県知事、
役人等とのやり取りが細かく記されてお
り、とても興味深い内容です。350 ﾍﾟｰｼﾞ
というかなりのﾎﾞﾘｭｰﾑですが、改 
めて基地問題の複雑さを認識す 
ることのできる貴重な一冊です。 

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：④④④④    2,076,0002,076,0002,076,0002,076,000 円円円円。。。。
今回の全戸配布は、災害、インフル
エンザなど様々な区からのお知ら
せを全戸にどのようにお知らせす
るかという実験の意味もあります。 

 
ちょっとした話ながわ 

☆鉄道ファン大集合！☆  
8/28 10－15 時、JR 東日本は、JR 東京総
合車両ｾﾝﾀｰ（品川区広町 2 丁目。大井町駅
徒歩 5 分）を一般公開する（入場無料）。今年
は初めて山手線車両の車体洗浄装置通過の
体験乗車を実施。他に 209 系、DD51 などの
車両展示や車体の上げ下ろし作業の見学や
各種体験、鉄道ｸﾞｯｽﾞ販売など見所たくさん。
☆問合せは、同同同同ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ総務課総務課総務課総務課 3771377137713771－－－－7503750375037503 ややややＨＨＨＨ            

ＰＰＰＰを。普段は見られない内部の公 
開ですが、大人気なので大混雑し
ます。ご注意を。 

（参考：東京新聞 22/8/12） 

議会の任務は、条例提案・制定、行政の
行う予算・決算の承認や事務や事業のチェ
ックなどです。これに対して、区長（首長）
は、議案の提出（議会へ）、予算の調製・執行、
事業の執行などです。議会は、住民の側、
区長は、行政の側に立つといえますが、区
長も区民の選挙で選ばれるので、議会と区
長という２つの代表機関が自治体を構成す
るので『二元代表制』（ｱﾒﾘｶの大統 
領制に近い）と呼ばれます。 

現在の区長は、1947 年から数えて
17 代目ですが６人目。前々任の多賀
氏は、４期 16 年、前任の高橋氏は、
５期 19 年（任期中に死去）と長期間
務めています。現在の区長を含めてこ
の３人とも助役（現在は副区長と呼び
ます）の出身（つまり、もと区の職員）
です。区長の任期は、４年間です。 

区長選挙は、今年の 9/26 告示、10/3
投開票です（同時に区議会議員補欠選  

挙も実施）。前回（平成 18
年 10/8）は、何と 33.9％
の低投票率！大切な１票
です。必ず投票へ！ 
◎平成平成平成平成 22222222 年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額    
選挙執行費選挙執行費選挙執行費選挙執行費 1111 億億億億 6723672367236723 万円万円万円万円    

１年間では… 約 1937 万円 
《内訳》条例で定められています。 
給料   1,156,000 円（月額） 
地域手当 138,720円（月額。給料の12％） 
期末手当 3,837,920（給料の 3.32 ヶ月） 
また、退職手当は、１期で約 2219 万円 

（給料×在職年の４年×4.8） 
※２期務めれば退職手当は２回支給… 
【参考】副区長（２人います）の給料は、 
年間   約 1592 万円 
退職手当 約 1262 万円（在職４年） 
☆副区長を２期務めて区長を２期務める

とトータルでは…？？？ 

お詫び：8/30-9/3 まで所属委員会等の視察予定です。一部地域で区政報告の配布をお休みします。 

月 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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！ 


