
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

立ち食いそば店のつゆの濃さ、違う？ 

ＪＲ品川駅（港区にあります 

が…）の各線のﾎｰﾑには、立ち 

食いそば店（経営は同一）が 

あります。そのおつゆの味の薄 

い順に並べた場合に正しいもの 

を選んで下さい。 

①横須賀線 ⇒京浜東北線⇒山手線 

②京浜東北線⇒山手線  ⇒横須賀線 

③山手線  ⇒京浜東北線⇒横須賀線 

④各ホームの店とも濃さは同じ 
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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 

【全体の状況】 

◇職員数  2622 人（23/4/1 現在） 

一般行政職 1291 人、福祉職（保育士

等）684 人、幼稚園教諭等 53 人、他 

◇一人当たり給与費 699 万円（22 年度） 

 職員数÷給与費（含：期末・勤勉手当） 

◇一般行政職 23/4/1現在 平均44.4歳 

平均給与月額 493,895 円/月 

※期末・勤勉手当を除く 

②退職手当（23/4/1 現在）定年＝60 歳 

 普通退職 定年等退職 

勤続 20 年 24.25 ヶ月 33.50 ヶ月 

勤続 25 年 32.50 43.50 

勤続 35 年 49.75 59.20 

最高限度 50.00 59.20 

1 人当たり 

平均支給額 

916 万円 22 年度平均 

2405.9 万円 22 年度平均 
③他に地域、特殊勤務、時間勤務、扶養、住

居、通勤、管理職、子ども手当等があります 

【特別職（区長・議員）の報酬など】 

 万/月 期末手当 

区長 115.6  副区長 92.8  

議長 93  副議長 79.5  

議員 61  

※月額×在職年×4.8（副区長は 3.4）。在

任期間に支給。区長⇒１期で約 2219 万円 

【職員の手当の状況】 

① 期末・勤勉手当（22 年度実績） 

民間のボーナスに相当。※23 区共通 

区分区分区分区分    品川区品川区品川区品川区    

1 人当たり平均支給額 148.3 万円 

期末手当 2.60 ヶ月※ 

勤勉手当 1.35 ヶ月※ 

職務段階別加算 あり 

 

☆多くの方々から品川区職員の給与につい

てお問い合わせがあります。人事行政を

ご説明します。ｽﾍﾟｰｽの関係で一部です。 

☆詳細は、『広報しながわ 23 年 12/1 号』

の「職員給与等の特集」をご覧下さい。 

全て 

3.17 

月分 

(22 年

度） 

☆区長・副

区長には、

退 職 手 当（※）、地域

手当、通勤

手当等が支

給されます 

☆皆様の貴重な税金から報酬を頂いております。

今後とも透明性を高め、気を引き締めて議員と

しての仕事を努めさせていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。    

クイズの答え：③山手線⇒京浜東北

線（２店）⇒横須賀線の順です。社長

は、「統一して」と要望したが、お

客さんの好みを知る従業員の『こ

のままで』の声でそのままに。「ち

ょっとした話ながわ」をお読み下さい。 

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！ 

◇分煙スペース、いつになったら・・・ 

Ｑ：「23 年度の事業計画に坂下公園（南大井６ 

丁目）・水神公園（南大井５・６丁目）に分 

煙スペースを作る、とあったが、もう１月で 

す。いつになるのか（怒）」というお問い合 

わせをいただきました。◎予算額 31.7 万円 

Ａ：☆都市環境事業部道路公園課に確認しまし 

た。「工事計画を周辺の町会長様にお知らせし 

ました。坂下公園にﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、水神公園は 

喫煙ｴﾘｱ。２月には工事を始める予定です」と 

いう回答です。速やかな対応を求めます。 

 

 
ズ 

◇議員研修会に参加しました！ 

 1/12・13 に大津市で開催された市町村議会議

員特別ｾﾐﾅｰ（福祉が基本ﾃｰﾏ）に参加しました

（ｾﾐﾅｰ参加費 7300 円）。特に滋賀県湖南（こなん）

市長による『福祉自治体の実践』が興味深かった

です。その中で「職員の意識改革」の１つが「幹

部職員の民間企業への派遣」です。これは、課長

を１ヶ月間、民間企業に派遣し、派遣先の服務に基

づき、民間の着眼点（組織管理、人事管理、ｺｽﾄ管

理等）を会得し、同時に企業との連携体制を築く

ものです。派遣先は、TOTO、三菱自動車、ｶﾙﾋﾞ

ｰ他。よその釜の飯を食べること 

で、「意識が変わり」「政策展開へ 

の企業等の協力が容易になった」 

とのこと。☆品川区でも導入を！ 

◇社員の「保活」、企業が応援 

 ※保活＝子どもを保育園に入園させる活動 

育休をとった社員の復職に向け

て「保活」への支援に企業が力を入

れ始めている。三井住友銀行は２年

半前から妊娠中や育休中の社員向

け講座のﾃｰﾏに保活を取り入れて 

いる。「役所に頻繁に通って情報収集する」「お迎

えに来る保護者に門の前で園の様子を聞いた」と

いった先輩ﾏﾏの裏技伝授も。冊子『ﾏﾏｷｬﾘｶﾞｲ

ﾄﾞ』も作った。JR 東日本も昨年初めて育休者向け

ｾﾐﾅｰを開き、保活ｶﾞｲﾄﾞを配った。（参考：1/17

朝日新聞）☆社員向け保育施設も設置促進を！ 

 

 

ちょっとした話ながわ 

    ◇マンションを避難所に 

      23 区初、品川区が協定へ 

 品川区は、災害時に民間大型ﾏﾝｼｮﾝの共用

ｽﾍﾟｰｽを被災者や帰宅困難者の避難所として使

用できるようにする協定を「ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ武蔵小

山」（地上 10 階、地下１階。238戸、532人居

住）管理組合と結んだ。避難所として提供す

るのは、１階と地下１階にある集会室（各 90

㎡、100 人程度受入可能）。また、ﾏﾝｼｮﾝ内の

倉庫も提供し、区は、300 人分の毛布や食糧を   

備蓄する（1/15 ｻﾝｹｲ新聞他） 

◎災害時応急物資確保費◎災害時応急物資確保費◎災害時応急物資確保費◎災害時応急物資確保費

（（（（23232323 年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額））））6596659665966596 万円万円万円万円    

☆23 区初めての試みで、他

区からも注目されていますが

住民合意など課題もあります 

◇立ち食いそばを作って 36 年！ 

 ＪＲ品川駅の山手線ホーム。Ｓさん（70 歳）

は、毎朝４時半に立ち食いそば店に入り、仕込

みを始める。客の名前は知らなくても好みは熟

知。券売機で買った食券をｶｳﾝﾀｰに出すと同時に

丼を出す。つゆの味は、ﾎｰﾑごとに微妙に異なる。 

山手線の店が一番薄く、京浜東北線、横須賀線の

順に濃い。店が意識して差をつけたのではなく、

次から次に客が来店する山手線の店は、鍋のつゆ

が煮詰まる暇が無く、自然と薄味が定着したとい 

う。他線では、そばを出す回転が

緩やかで、結果的に濃くなる。 

Ｓさんは、「最近、食べ終わっ

ても『ごちそうさま』『行ってき

ます』と声をかける人が減った」

と話す。 （参考：1/8 東京新聞） 


