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◎『区議会だより』発行 1765 万円 

 皆さんにお配りしている『区議会だより』

（年６回）の発行費用は、1765 万円。残念

ながら「読んだことないよ…」という方が多

く、活用されていません。皆さんが手に取

りたくなる（！）『区議会だより』の発行を

提案していきます。その他の主な経費は…。 

○○○○CATVCATVCATVCATV 放映経費放映経費放映経費放映経費                            739739739739 万円万円万円万円    

   本議会の様子をｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞで放映 

○○○○区議会区議会区議会区議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費                498498498498 万円万円万円万円    

○ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ映像配信委託○ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ映像配信委託○ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ映像配信委託○ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ映像配信委託                203203203203 万円万円万円万円    

   本会議や予算・決算特別委員会（一 

部）をｲﾝﾀｰﾈｯﾄで生中継 

◎事務局職員給与費 1 億 2778 万円 

  議会には、事務局があり、区職員 

が従事し、議会に関する事務を担当 

（庶務・議事・調査の３係）。 

15 人分の給与が １億 2778 万円 

（平均約 852 万円/年）。 

 

※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 しんじ 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

◇「NEW ASAMADAI」 第 35 回全日本

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ小学生都大会で優勝！ 

浅間台小学校（南品川 6 丁目）の児童が参加

するﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ「NEW ASAMADAI」は、東日

本大震災の起きた平成 23年 11 月に被災地か

らﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙで活躍していた教員と児童が避

難してきた時に結成。今年は男女混合ﾁｰﾑと

して初めて大会に出場。優勝し、全国大会出

場権を獲得。さて、この教員と児童は、どこ

の小学校から避難してきたでしょうか？ 

①岩手県宮古市②宮城県石巻市 

④福島県富岡町④福島県南相馬市 

◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆    

 

 

 

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 

No.361 

 

 

2015201520152015 年年年年    8888 月月月月    

平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と58票差）のご支持を頂き、現在３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 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232 票（１位）。『議員力検定１級』合格『議員力検定１級』合格『議員力検定１級』合格『議員力検定１級』合格    ☆初心を忘れずにガンバります！ 
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        

 しがらみのない無所属 

☆このような報酬・政務活動費を頂いています。

今後も議員活動を真摯に行って参ります。 

☆「品川区議会って、どのくらいの 

お金がかかっているの？」とい 

うご質問をよくいただきます。 

今号は、区議会の経費（議会 

費といいます）についてご説明いたします。 

≪議会費＝総額 9 億 494 万円≫ 

品川区の 27 年度予算額は、 

総額 1510 億 3890 万円 

（『しんじ新聞』№340～342 で概要説明）  

区の予算の分野別で最も多額なのは、民

生費（子育て、高齢者・障害者福祉、生活

保護等）の 643 億 6184 万円、総額の

46.0％です。 

区議会に関係する予算は、9 億 494 万円

です。これは、予算額全体の 0.6％です。

23 区の平均が 0.6％で、ほぼ同様です。 

◎議員報酬 40 人で ６億 739 万円 

内訳で最も多いのは、議員報酬（40

人分）等の 6 億 739 万円です。 

月額報酬  議長  ＝９２．２万円 

副議長＝７８．８万円 

議員  ＝６０．５万円 

◎政務活動費 9120 万円 

一人当たり月額 19 万円×12 か月 

×40人＝9120万円です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとした話ながわ 

 

 

 

 

 

発行者 高橋しんじ 

〒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

((((郵送他郵送他郵送他郵送他))))いたします。いたします。いたします。いたします。ご連絡下さいご連絡下さいご連絡下さいご連絡下さい。。。。    

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福島県南相馬市立 

小高小学校のﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑで活躍して

いた橋本正子(しょうこ)監督と児童た

ち６人が避難して来たことが結成の契

機。橋本先生は、今も監督。全国大会

でも頑張って下さい!! 参参参参考考考考：：：：区区区区ＨＨＨＨＰＰＰＰ 
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◇三重県松阪市民が議会解散請求 

7/24、市議会の解散請求（ﾘｺｰﾙ）に向け、市選管に署

名簿を提出。審査を経て、8/20 に有効署名数が発表

される。署名数が有権者数の 1/3（約４万５千人）以

上なら、解散の賛否を問う住民投票が行われ、過半

数が賛成すれば市議会は解散される（⇒選挙実施）。

山中市長が市立図書館改修計画の関連予算案を議会

で否決され、引責辞任する意向を表明⇒市長支持の

市民ｸﾞﾙｰﾌﾟが署名集め⇒提出。市長は「長年にわた

る議会への市民の不信感の表れ。推移を見守る」と

述べ、ﾘｺｰﾙの成否判明まで辞職判断を先送り、ﾘｺｰﾙ

成立の場合は続投する考えを示した。参考参考参考参考:7/25:7/25:7/25:7/25 読売読売読売読売 

 

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！ 

    【平成 26 年度視察受け入れ】 参考：区議会 HP 

月 議会（43 件） 主な視察項目 

４ 高知市 他 ・教育改革プラン２１ 

５ 長崎市 

山形市 他 

・旧東海道まちなみ整備計画 

・橋梁と公園施設の長寿命化計画 

７ 蒲郡市 他 ・品川区観光ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 

８ 足立区 

吹田市 他 

・発達障害者支援事業 

・英語科（小中学校） 

10 福島市 

杉並区 他 

・子どものｱｲﾃﾞｨｱを活かした公園づくり

（鮫洲公園、東品川公園） 

・近隣ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ（まもるっち） 

11 泉佐野市他 ・緑と花のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

１ 浦安市 

伊丹市 他 

・小中一貫教育 

・市民科 

２ 小牧市 

富山市 他 

・学校跡地を活用した高齢者複合施設 

・ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄｼﾃｨ、ﾌｧｲﾅﾝｽﾊﾟｰｸ 

 

◇議会改革検討会 開催 

 各地方議会が先進的な議会改革に取り組む

中で、品川区議会は、様々な状況から改革が進

みませんでした。改革度調査 2014（早大ﾏﾆﾌｪ

ｽﾄ研究所）でも全国 1500 自治体の 300 位以内

に入れませんでした。品川区議会では、今年度、

議会改革検討会を立ち上げ、全議員参加の分科

会（情報発信・住民参加・議会機能強化等）で、検

討し、条例案（改革案）を作成していくことに

なりました。先進的な議会に追いつけ、追い越  

せ、の意気込みで取り組んで参ります。逐次、

進捗（しんちょく）状況をご報告します。 

◇他自治体議会、 

品川区の施策を視察 

 品川区議会や私が、他 

自治体の先進的な施策を 

調査するように、他自治 

体の議会も調査します。 

品川区の施策を調査（視察）した議会

は、全国から 25 年度 46 件、26 年度 43

件ありました。 

 26 年度の他議会（委員会・会派）の視

察受入れの一部をご報告します（右表）。 

☆品川区の特色ある施策が他自治体の施

策の参考となることも多く、今後も品川区

には、各分野で先進的な施策を進めてい

くことを求めて参ります。 

◇ツイッターで災害情報提供 

 区は、気象庁が発表する情報 

と連携させ、「警報・特別警報」「地 

震速報・情報(震度 3 以上)」「津波 

情報(東京湾内湾)」「河川洪水情報 

(目黒川)」の 4種類の情報を自動 

的に品川区ツイッターに配信

する。時間帯に関係なく迅速

に防災情報を区民に届ける

ことができる。   

【品川区ツイッター】 

ｱｶｳﾝﾄ名：＠shinagawacity 

ﾌｫﾛﾜｰ数：6,655(7/22現在) 

お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ    

広報広聴課広報広聴課広報広聴課広報広聴課    03030303----5742574257425742----6631663166316631    

参考：参考：参考：参考：7/297/297/297/29    日経新聞、区日経新聞、区日経新聞、区日経新聞、区 HPHPHPHP    


