
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

No.255 

※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 

 

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 ☆☆ 

平成 24 年度品川区予算歳出額は？ 

平成 24 年も終わろうとしています。とこ

ろで 24 年度予算の歳出額 1325 億 9756

万円を 1000 円にたとえると、各分野の歳出

額は、それぞれいくらになるでしょうか。 

①民生費－保育園運営、福祉充実（高齢者・

障害者等）等 

②土木費－道路・公園・住宅等の街づくり 

③産業経済費－商工業の活性化等 

④衛生費－保健衛生・環境対策等 

⑤教育費－小・中学校教育・図書館運営等 

⑥議会費－区議会運営（議員報酬等） 

A    ７７７７円円円円    B    20202020 円円円円    C    84848484 円円円円    D    128128128128 円円円円        

E    142142142142 円円円円    F    443443443443 円円円円◎難易度☆☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆☆    

 

2012201220122012 年年年年 12121212 月月月月    

 

 

   ６月・品川区世論調査実施【401 万円】 

     ☆11 月に結果公表。「品川区に住

み続けたい」⇒91.5%でした。 

７月・日曜開庁利用者 10 万人到達 

８月・「なんでも鑑定団 in 品川」公開収録 

９月・区民芸術祭 2012 開幕 【2116 万円】 

11 月・地域で活躍する女性たちとの意見交換  

    会開催 ☆議論の詳細の公表を。 

12月・品川区ﾂｲｯﾀｰ開始 ☆災害情報などを

発信しています。ご利用下さい。 

 

活 

   ５月・品川区重症心身障害者通所事業所 

「ﾋﾟｯｺﾛ」ｵｰﾌﾟﾝ  【運営費 6381 万円】 

   ・「民生委員・児童委員特集号」（広報しなが 

わ 5/21 号）【民生委員経費 4625 万円】 

６月・大井林町高齢者複合施設開設(東大井４丁目) 
   ・品川区虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会設置 

７月・区内 62 ヵ所で避暑ｼｪﾙﾀｰ設置 

   ☆たくさんの高齢者にご利用 

頂きました。 

11 月・振り込め詐欺ｾﾞﾛｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開催 

祉・健康 

   ３月・しながわ子ども未来ﾌｪｽﾀ開催 

   ４月・区立小中学校で土曜日授業（第 1･

3）開始 ☆授業時数増加への対

応。区独自の施策です。 

・「新まもるっち」（緊急通報ｼｽﾃﾑ、小学生が 

所持）ﾘﾆｭｰｱﾙ【運営費２億 32 万円】 

・「子育て特集号」（広報しながわ

4/21 号）発行  

☆とても役に立ちます！ 

【広報発行 1 億 1366 万円 

（39 回/年）】 

育・子育て 
７月・品川区とﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ市 

青少年ｽﾎﾟｰﾂ交流事業開催 

10 月・子育て交流ﾙｰﾑ「昭和通りおばちゃん

ち」ｵｰﾌﾟﾝ（西中延２丁目） 

   ☆空き店舗を活用して NPO が運営す

る保育室（短時間保育等）と多目的

室。区が経費の一部を助成。在宅子

育ての交流拠点として期待されます 

    ・平塚幼稚園新園舎移転 

    ・区内中学生自死について、調査報告 

   ☆大変痛ましい事件でした。今後の

教育委員会の施策を注視します。 

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        

◇2012 年の品川区政を

振り返ります！  

【 】予算額☆私のコメント 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。    

ｸｲｽﾞｸｲｽﾞｸｲｽﾞｸｲｽﾞの答えの答えの答えの答え:①民生費 443 円

44％を占めます⑤教育費 142 円

②土木費 128 円④衛生費 84 円

③産業経済費 20 円⑥議会費７

円。他に、総務費（文化芸術・

ｽﾎﾟｰﾂ、防災・生活安全等）146

円、公債費（借金の返済）28 円

です。ここ数年、ほぼ同じ割合。 

   １月・災害時に民間大型ﾏﾝｼｮﾝを避難

所として使用する協定締結 

  ☆23 区初の試み。集会室に 100 人程度の 

受け入れ可能。ただ、他のﾏﾝｼｮﾝでは 

解決すべき課題が多いのが、現状です。 

２月・山本宮古市長を招き、議員研修会開催 

   ・木造住宅密集地域住民と意見交換会 

３月・品川区防災ﾌｪｱ開催 

   ・品川区防災会議開催【防災 

会議費 1378 万円】☆区の防 

災計画を策定します。12 月、 

素案が策定・公表されました 

 

災 

 ４月・「標高検索ｼｽﾃﾑ」ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上で公開 

    ・海抜表示板の設置（「ここは海抜○○m」） 

   ☆ともに区民の方々の関心の高さを実感 

いたしました。ご利用下さい。 

   ・区職員を岩手県宮古市へ派遣 

５月・多機能型地震体験車導入   【2730 万円】 

  ☆高価ですが防災訓練・小学校等で大活躍中 

６月・品川区とﾔﾌｰ（株）が災害時協定締結 

・津波自主避難ﾏｯﾌﾟ作成のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

開催【212 万円】☆多くの方が参加 

・防災ﾗｼﾞｵ受付開始（5000 台） 

          【あっせん等 2720 万円】 

11 月・ﾀｲ王国大使館へ義援金送る 

   ☆2011 年に大洪水で被害を受けました。 

 

   ３月・品川区就業ｾﾝﾀｰ、中小企業ｾﾝ

ﾀｰ内にｵｰﾌﾟﾝ 

      ☆ﾊﾛｰﾜｰｸの分室として開設 

   ・ｳｰﾏﾝｽﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 2012 開催 

４月・補助 163 号線区役所前交差点から南側

へ抜ける道路が開通 

   ☆区役所から池上通りなどへ便利に 

９月・「目黒のさんま祭り」に区職員、 

ボランティア参加 

10 月・しながわ水族館「ﾎｴｰﾙｳｫｯﾁ 

    ﾝｸﾞ展」【運営費１億 2302 万 

円】☆来場者減少が積年の課 

題です。費用対効果の検討を 

業経済・土木 

   ２月・災害廃棄物の受け入れ、試験焼却結

果の住民説明会実施 

５月・区民の節電ｱｲﾃﾞｨｱをまとめた冊子配布 

   ☆5000 部発行。大変参考になりました。 

  ・しながわ ECO ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2012 開催 

   ☆85 団体が参加、来場者約 21,400 人。 

    様々なエコの企画がありました。 

 

境 

☆１年間、ご愛読ありがと

うございました。毎週の

温かい激励、本当に元気

を頂きました！ 

来年もガンバリます!！ 

☆新年は、1/10（木）から再開予定です。 

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！ 

☆お知らせ：ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川で 

『区議会新春挨拶番組』を放映！ 

1/１～３ 8:00～8:20, 

18:00～18:20 の計 6回 

私は 17 秒間のご挨拶をします！ 

 

ちょっとした話ながわ 

◇品川区職員の給与 『広報しながわ 12/1』 

☆職員数 2,595 人 一般行政職 1300 人、福祉職

（保育士等）691 人、幼稚園教諭等 56 人他 

☆１人当たり給与費  687 万円（含：ボーナス等） 

①一般行政職 平均年齢    43.8 歳 

       平均給与月額  477,593 円 
②初任給 一般行政職（23 区の共通です） 

大学卒程度 181,200 円（国家公務員と同額） 

 高校卒程度 143,000 円（国家公務員 140,100 円） 
③経験年数別・学歴別平均給料月額（除：ﾎﾞｰﾅｽ） 

《一般行政職》経験 10 年 15 年   20 年 

大学卒  265,130 円  313,382 円 354,674 円 

高校卒  253,400 円  305,586 円 337,024 円 

 


