
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 ☆☆ 

 次の区に関連した業務に就いている職員

のうち、品川区の予算から給与が支払われ

ているのは？ 

※解答は、１つではありません。 

①区立小中学校の教員 

②区立小中学校の事務職員 

③区立小中学校の栄養士 

④品川保健所所長（医師） 

⑤地域センター所長 

⑥区立保育園の保育士 

⑦区立幼稚園の幼稚園教諭 

 

 

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 

No.233 

2012201220122012 年年年年 6666 月月月月    

 

 

 自治体の予算は、その年度の収入支出の

見積もり（計画）です。一年度に１回編成

（＝地方自治法上は、「調製」といいます）

するのが原則です。それを当初予算（案）

といい、年度開始前に首長（区長など）に

よって編成されます。首長は、その当初予

算案を議会に提出します（議員には、提出

権はありません）。そして、議会が議決する

ことで成立します。 

首長：予算編成（前年度８月頃～２月頃） 

   ・提出 

   

議会：予算特別委員会（３月） 

・予算案の審議 

   ・議決 

 

 

 当初予算を編成後に生じた理由に基づ

いて追加したり、変更を加えたものを補正

予算といいます。補正予算は、年度内に何

度も編成されることがあります（23 年度、

品川区では、３回⇒）。補正予算も当初予

算と同様に議会の議決が必要です。 

 国や東京都からの補助金額の決定（８月

頃）後や施策を至急実施する必要が生じたり

した場合に補正予算が組まれます。 

≪≪≪≪23 年度の補正予算≫ 

６月 ３億 7422 万円 

   ☆主に東日本大震災への対応 

   ・窓ガラス修理、防災用品購入他 

９月 １億 4856 万円 

   ・私立保育園新規開設助成他 

３月 14 億 6104 万円 

   ・予算総額⇒1369 億 1491 万円 

☆６/21 からの区議会にも 24 年度の補正

予算案（３億 7926 万円）が区長から提出

され、議会で審議します。 【【【【今回の補正予算：歳出の一部】 

 ◇木造住宅密集地域防災対策強化 

  ・倒壊の恐れのある建物の取り壊し費 

用を全額助成。対象：豊町５丁目（火

災危険度が都内１位）、二葉２丁目 

◎約◎約◎約◎約 8500850085008500 万円万円万円万円 

    ・ｽﾌﾟﾚｰ式簡易消火具配布（１万 

世帯分）     ◎◎◎◎1823182318231823 万円万円万円万円    

◇ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（消火栓とﾎｰｽをつな

ぐ器具）等を大多数の町会に配備    

◎◎◎◎1500150015001500 万円万円万円万円    

    ◇立会川雨水放流管建設関連整備 

・仮施設建設用地取得費（南大井３丁

目児童遊園）  ◎１億◎１億◎１億◎１億 9700970097009700 万円万円万円万円    

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        

予算成立（３月下旬）・執行（４月～） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。    

 
今週の書架 

☆『☆『☆『☆『東京都の歴史散歩東京都の歴史散歩東京都の歴史散歩東京都の歴史散歩    上・中・下』上・中・下』上・中・下』上・中・下』    

（（（（各各各各 1200120012001200 円円円円    山川出版社山川出版社山川出版社山川出版社））））    

上（下町）・中（山手）・下（多摩・島嶼）

の三部作。都道府県ごとに出版されている歴

史散歩ｼﾘｰｽﾞ。東京都立高校の日本史教員が分

担（私も少し…）してまとめました。いろい

ろな観光ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸは、ここから（密かに）引

用されているという噂も･･･。 

派手さはありませんが、史跡の解 

説は、一般の方にもとても分かりや 

すく書かれています。地図・写真も 

豊富。本を片手に、ぜひ歴史散歩を！ 

 

 

ズ

◇足立区の給食 なぜ人気？ 

 2008 年度に「日本一おいしい学校給食を目指

す」と掲げ、区内 110 小中学校の残食量は、08

年度約 341 ㌧⇒11 年度約 231 ㌧に。区立栗島

中の美味しさのカギは、こだわりの「だし」を様々

なﾒﾆｭｰの隠し味に。給食の残食の大半は、野菜だ

ったのでｻﾗﾀﾞのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞにだしを加えると残食

量は、半減した。足立区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「おいしい給食

ﾚｼﾋﾟ集」では、給食ﾒﾆｭｰを紹介。ﾚｼﾋﾟ本『東京・

足立区の給食室』は、約 8 万部の 

売れ行き。区役所 14 階のﾚｽﾄﾗﾝ 

は、ﾗﾝﾁで足立区の給食を１日 30 

食提供（毎日約 40 分で完売！） 

などなど…。  参考：6/19 日経 

☆給食の時間は、♪～でした。☆給食の時間は、♪～でした。☆給食の時間は、♪～でした。☆給食の時間は、♪～でした。    

 

◇都立青山高  

進学指導重点校 見直し 

 都教育委員会は、重点校水準に達していな

いとして、6/14、青山高を指定から外す方針を

固めた。ただし、在校生のため 2014 年度ま

で指定を継続し、それまでに水準に達した場合

は、17 年度まで延長する。重点校では、進学

指導力向上のためにｾﾐﾅｰを教員に受けさせ、

「大学入試問題分析集」などの教材も優先的

に提供している。指定基準は、難関国立大学

等（＝東大、一橋大、東工大、京大、国公立

大医学部医学科）に 15 人以上合格など。数

字は、12 年度入試の結果です。重点校は、西

99、国立 73、日比谷 69、八王子東 39、戸山

32、立川 20、青山 10 の７校。【参考】都立中

高一貫校の結果＝桜修館 11、白鴎 10、両国 8、

小石川 5（都教委ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、6/15 東京新聞等） 

 

 

ちょっとした話ながわ 

◇品川子育てメッセ 2012 

  「品川ﾏﾏに送る、子育て応援ｲﾍﾞﾝﾄ！」  

7/6（金） 10：00～16：00  

会場：きゅりあん（大井町駅前）７階 

共催：品川子育てﾒｯｾ実行委員会、品川区他 

☆事前予約制…公式ＨＰ等で 

 「食育カフェ」－実演、試食を楽しみましょ 

 「ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」－ねんねの赤ちゃん

とﾏﾏ限定 

☆いろんな企画がいっぱい♪♪ 

「子連れでﾐﾆｺﾝｻｰﾄ」「人形劇」「産後ﾏﾏの髪の悩

み、答えます」「ねぇねぇ、みんなどうしてる？新しい

出会いと情報交換の場＝しゃべり場。▽新米品川ﾏ

ﾏ集まれ！▽ﾊﾟﾊﾟの育児参加はどうしてる？▽ﾏﾏ

もｷﾚｲでいたいよね。今日から美ﾏﾏ」などなど、他

にもたくさん！毎年、多くの方が参加します。 

詳細⇒公式ＨＰ品川子育てメッセ で検索を！ 

◇ﾒｰﾙでのお問合せです。 

 

 

 

Ａ：一部ですが⇒区立体育館２ 区立ﾌﾟｰﾙ７ 

 野球場・ﾃﾆｽｺｰﾄ ともに区立４、都立１ 

 少年野球場 区立３ キャンプ場 区立１ 

 ｽﾎﾟｰﾂのできる公園・広場 区立２ 他です 

 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：④～⑦：④～⑦：④～⑦：④～⑦ ①～③は、

東京都の職員。ただし、①のうち

14人は、品川区が独自に採用した教

員（＝区固有教員）で区が給与を負

担しています。④は、都職員ですが、

一時的に退職して、区が負担。⑤～

⑦は、純粋な（！）区職員です。 

 

☆会場が変更になりました！！ 

◇品川区津波ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ第２回開催 

日時：7/5（木） 19:00～20：30 

会場：鈴ヶ森中学校（南大井２） 

内容：自主避難ﾏｯﾌﾟの作り方 

▽第１回は、何と 230名の参加！ 

お知らせ 

Ｑ：品川区には、ｽﾎﾟｰﾂ施設は、 

どのくらいあるのでしょうか？ 

 

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！ 


