
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 

 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆   
◇解職請求（ﾘｺｰﾙ） 
選挙で選ばれた政治家を解職（辞め）させ

るには解職請求という仕組みがあります。 
☆有権者の 1/3 以上の署名で解職請求 
⇒解職投票⇒有効投票数の過半数の賛成
⇒失職（ｸﾋﾞ） となっています。 

さて、この仕組みで失職させ 
ることができないのは？ 

①都道府県知事 ②市区町村長  
③市区町村議会議員 
④国会議員（衆議院議員） 
⑤国会議員（参議院議員）◎難易度☆☆☆☆ 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

2016 年 5・6 月 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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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 
☆初心を忘れずにガンバります！ 

高橋しんじプロフィール  

 しがらみのない無所属 

◇民生委員制度 100 周年 
 来年の平成 29 年に創設 100 周年を迎えます。 
民生委員・児童委員：地域の中から選ばれ、厚生

労働大臣が委嘱（いしょく）します。 
活動内容：福祉に関するご相談に応じます。 
 ・介護の悩み、子育ての不安、経済的困窮に 

よる生活上の心配事等。住民に寄り添い、 
区や関係機関を紹介し、支援につなげます。 

※守秘義務がありますので、相 

 談内容の秘密は守られます。 
お住いの地域を担当する民生委員・ 
児童委員は、下記にお問合せ下さい。 

     ☏福祉計画課：５７４２－６７０８ 

◇6/12（10～15 時）子どもｶｰﾆﾊﾞﾙ開催  
子ども向けの遊びがいっぱい。模擬店もたくさ
ん。まさに子どものｶｰﾆﾊﾞﾙ（＝祭礼）。ぜひ！ 

遊びｺｰﾅｰ ｹﾄﾙ（やかん）ｶｰﾘﾝｸﾞ・ﾋﾞｰｽﾞ細工・
ﾏｼﾞｯｸﾊﾞﾙｰﾝ・わなげ・ｽﾄﾗｯｸｱｳﾄ・竹細工・
ｿｰｽせんべいｹﾞｰﾑ・ぬり絵他 

 模擬店 全部 100 円！ ※11～14 時 
ﾗﾑﾈ・やきそば・かき氷・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 

 場所：南大井文化ｾﾝﾀｰ（南大井 1 丁目） 
 主催：大井第一町会連合会・ 

品川区青少年対策大井第一 
地区委員会 

品川区議会では、5 月から新体

制になります。臨時議会が 5/26

に開かれ、各議員が１年間所属す

る委員会構成（常任委員会は、右

表参照、他に特別委員会が２つあ 

ります）、各委員長などを決めました。 

私は、常任委員会は文教委員会（保育園・幼稚

園・小中学校教育など調査）所属、他に廃棄物減

量等推進審議会委員です。頑張ります！ 

【議会の予定】 

6/6～ 常任委員会 6/23～ 第 2 回定例会 

常任委員会（5 つ）⇒  

会派名（人数 全 40 人） 

総

務 

区

民 

厚

生 

建

設 

文

教 

自民党･子ども未来   （12） ３ ２ ３ ２ ２ 

公明党        （８） １ １ ２ ２ ２ 

共産党              （７） １ １ ２ １ ２ 

民進・無所属ｸﾗﾌﾞ      （６） １ ２ １ １ １ 

維新・無所属品川      （３） １ １  １  

生活者ﾈｯﾄﾜｰｸ          （２） １ １    

※無所属議員：会派に属さず（２）    １ １ 

☆私は、文教委員会です。 

※また、無所属議員といい、政党や会派に所属せ

ず、1 人で活動しています（同じ立場の議員が他

にもう一人います）。 

ちょっとした話ながわ 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
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発行者 高橋慎司 

〒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！！ 

☆ご希望の方に『区政報告』をお届け 

いたします(送料は当方で負担します) 
 
 
 
 
 

朝、駅前にいます！ 
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』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。 

クイズの答え：④⑤国会議員 憲法 
や法律には、国会議員に関する解職 
請求の規定は無く、有権者が直接国会
議員を任期中に失職させることはできま
せん。確実に直接意思を表示できるの
は、現行では、選挙の時だけです。 
 
 

 政務活動費収支報告（平成 27 年度分） 

   平成 27年度の政務活動費の 
収支報告を４月 28日に議長に 
提出しました。議会事務局のﾁｪ 
ｯｸも受けました。今号は、その 
ご報告をいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆政務活動費を不正に支出したというﾆｭｰｽがこ
れまでに何度も報道されています。年間 228 万
円という多額の交付を受けています。自らが常
に区民の皆様の目線に立って、区民の 
感覚でこの使い方はどのように思うか等 
をよく考え、支出の透明性の確保をし 
て、今後も適正に支出して参ります。 

 

【支出】             （単位：円） 

調査研究費（調査・視察費・交通費等） 46,146 

研修費（研修会参加費・交通費等） 343,607 

会議費（会議開催経費・参加費等） 0 

資料費 (書籍・新聞・雑誌・資料購入費等) 114,516 

広報活動費（広報印刷費・送料・交通費） 774,016 

事務費（事務用品機器購入費・HP 維持費等） 777,176 

人件費 (政務調査活動補助アルバイト代等) 34,160 

合計 2,089,62

1 

 
支出 内容 （一部の報告です） 
【調査研究費】他自治体、区事業の視察等 
○国際ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ－品川区立小
学校の宿泊体験学習（小学校４年生）を調査  

○議会報告会－板橋区議会、港区議会、東村山市
議会、八王子市議会  他 

○宮古市－PTA交流活動・被災地の復興状況 
【研修費】研修会参加 ※主に大津市の研修所 

「自治体の財源確保策」「自治体決算の基本と実践」

「自治体福祉行政」「防災と議員の役割」 

「自治体財政の見方」他 
【広報活動費】 
 『区政報告』印刷費用等、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸや 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運用、他 

▽28 年度予算額 議会費…『政務活動費』は、 
議員数（40 名）×19万円×12ヶ月＝9120万円 

☆平成 19 年からこの『区政報告』の中で政務活動
費の項目別支出額の公開をさせていただいてお
ります。なお区議会 HP でも収支報告を公開して
います。ご覧下さい。 

 
 

【収入】 平成 27年５月～28 年３月 

政務活動費： 
（19 万円×11 ヶ月） 

2,090,000円 

注：平成 27 年度は、５月から 11 ヶ月分の支
給でした。 

政務活動費＝議員報酬（い
わゆる給与）とは別に調査 

研究活動などに必要な経費の一部として交
付されます。品川区議会は、議員一人当り、月
19 万円。年額 228 万円。使途範囲等は、条
例（品川区のﾙｰﾙ）で定められ、領収書等 
（１円から）の証拠書類を添付し、収支 
報告します。 
※交付額や使途範囲等は各自治体で 
異なります。地方の市町村では、 
月数万円交付の自治体もあります。 

《参考》東京都議会議員 720 万円（年額） 
   東村山市議会議員 15 万円（年額） 

キーワード 

 

 

◇「市議会の廃止」 市民が提言！ 
27 年 3/7、東京都武蔵野市が 32年度まで 

の長期計画を策定するために市役所で開いた市民ﾜｰ
ｸｼｮｯﾌﾟ。参加した 75 人が 14 ｸﾞﾙｰﾌﾟに分かれて自由
討議し、意見を発表。最後に投票した結果、「市議会
の廃止」が「電線地中化」や「若者が住める街」等の
他の意見をしのぐ 18票を集め、ﾄｯﾌﾟとなった。参加者
の一人は「議員自ら条例案の提出もできないし、執行部
案をただ通すだけの無駄な存在。市民はみんなそう思っ
てる」と切り捨てる。☆私も自戒し、区民にとってさらに
身近で活動する区議会を目指します。参考：5/23 ｻﾝｹｲ 

 ズ 


