
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ☆☆   
◇1964 年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ、金ﾒﾀﾞﾙ？ 

 1964 年の東京オリンピックで、日本は健闘
しました。さて、金メダルをいくつ獲得した
でしょうか？ 

①５個 ②８個 ③１６個 
           ◎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 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

 
 

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！ 

 しがらみのない無所属 

【議員の給料】「報酬」と呼びます。 
月額 1,022,000 円（期末手当 約４ヶ月） 
年収 約 1,635 万円（手取り額ではない） 
・議長        1,271,000 円/月 
・各委員会の委員長  1,059,000 円/月 

 ※ここから税金、国民年金・健康保険料等
が引かれます。 

        退職金・議員年金は無し 
参考 都知事は 

1,456,000 円/月 
（年収：約 2,500 万円） 
※退職金⇒ １期（４年）
ごとに約 3,600 万円 

【定数】 127 人（女性は 25 人で約 20％）  
【任期】 ４年 
【平均年齢】55.1 歳（平成 27 年 10/8 現在） 
      最年長 76 歳 最年少 27 歳 
【選出】 原則として区や市ごとの 42 選挙区 

各選挙区の定数：１人～８人 
     品川区は、定数４ 
【選挙】 他の地方選挙 
や区議の選挙とは、時 
期がずれていて、次回 
は、2017 年 6 月予定 
 

Ｑ:議員の収入って？ 

【定例本会議】 
◎２，６，９，１１月。 

各約 20～30 日開催し、本 
会議・委員会がありま 
す。 

〇その他の月にも委員会 
があります。 
☆本会議や委員会に出席すると「費用弁償」
（交通費）が支給されます。23 区議員は 1 万
円/日、都下議員は 1 万 2千円/日です。 

☆品川区議会は、交通費の実費（実際にかかっ 
た金額＝電車賃等）の支給です。 

           
 

政務活動費＝議員報酬         
酬（給料）とは別に調
査研究に必要な経費と
して会派や議員に支給 

される。額などは自治体が条例で決める。品
川区議会は月額 19 万円。1 円から領収書提出。 
 
     

◎１人当たり月額 60 万円×１２ヶ月 
＝720 万円です（全国 1 位） 

〇使途…調査研究活動（人件費、事務所費、
事務費、交通費等）、情報収集活動、
政策立案活動（視察研修費、調査委
託費、資料購入費、会議費等）、広
報広聴活動（広報紙発行、HP 管理費、
会費等）、他。 ※基準があります。 

☆品川区議会（月額 19万円）とは異なり、「事務
所費」（家賃等）、「会議費」としてお弁当代、
「新年会など」の会費の支出などが認められて
います。   

Ｑ:本会議って 

高橋しんじプロフィール  

☆都知事選でも
話題になった都議
会。お問合せがと
ても多いので特集
します。 
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Ｑ：あの政務活動費って 

Ｑ：都議会議員って？ 
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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： ③金 16 個、2004年ｱﾃ
ﾈ大会と並んで、歴代最高数です。 
金ﾒﾀﾞﾙは体操団体１・個人４、ﾚｽﾘﾝｸﾞ 
５、ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ１、ｳｴｲﾄﾘﾌｨﾝｸﾞ 
（重量挙げ）１、女子ﾊﾞﾚｰ 
ﾎﾞｰﾙ１、柔道３でした。 
なお、銀５個、銅８個でした。 
 

2007 年４月、初当選。選挙前からお配りしてい
た『週刊 区政報告（しんじ新聞）』は、09年７
月に 100 号に到達。11 年４月の２度目の選挙。
10月に 200号に到達、2015年 3月に 300号到達、
4 月に 3 度目の選挙。そして、400 号へ。これは
毎週、皆様に受け取って頂かなければ実現できませ
んでした。本当に有難うございました。今後も初心を
忘れずに区民本位の政治姿勢を貫く決意です。 
今後ともご指導・ご支援を賜ります 
ようお願い申し上げます。 
☆これからも毎週、お配りいたします。 
次の目標は 500号です！ 
 

 

◎東京都の予算規模は、約 13兆６千 
億円。これは、ｽｳｪｰﾃﾞﾝの国家予算 
規模とほぼ同じといわれます。職 
員は、警察・消防・教員を含めると 
16 万 8千人。※中央区の人口 14.1万人 

  その仕事は、多岐にわたります。 
 身近なところでは、防災、商店街振興、都道
の管理、河川・東京港管理、警察、小中学校・
都立高校・大学教員の任免・給与、都立病院、
救急医療など。これでもほんの一部です。 

  上下水道や消防は、通常、市や町の事務で
すが、23区は担当せず、東京都が一括して行
っています。市や町では、上下水道や消防の
整備運営にとても苦労しています（特に財政
負担）が、23区はその負担はありません。 
 児童相談所は、都の管轄ですが、子どもへ
の虐待の対応の課題（死亡事故発生）から 23
区は、区への移管を求めています。品川区で  
は５，６年後の移管を目指しています。 

Ｑ 委員会って 

【常任委員会】 総務、財政、文教、都市整備、 
厚生、経済・港湾、環境・建 
設、公営企業、警察・消防 

【特別委員会】 予算、各会計決算、公営企業
決算、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進対策 

〇議会は、基本的に委員会での審議が中心で 
す。議員 127人が９つの委員会（常任委員会と 
言います）の一つに所属して 1年間審議します。 
特別委員会は４つあります。☆都が提出した議案 
の審議や仕事について調査をしています。 

 

Ｑ：東京都の仕事って 

☆前知事の公用車の使用に関して、大きな話題
になりましたが、都議会にも 23台 
の公用車があり、議長をはじめ、議 
員が公用で使用しています。 

     

 

◇品川区 CATV（ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川）と連携 

         認知症の不明者情報発信 
 区は 9/1 から行方がわからなくなった認知症
の区民の情報をｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞで発信する。認知症の
高齢者が増えるなか、地域ぐるみで行方不明者を
早期発見する体制づくりを目指す。ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品
川と連携し、防災などの緊急情報をﾃﾚﾋﾞ画面の表
示するｻｰﾋﾞｽ「しながわﾃﾚﾋﾞ・ﾌﾞｯｼｭ」で行方不明
者に関する文字情報を流す。行方がわからなくなっ
た場所や時間、服装など、発見につながる情報を発
信。ﾃﾚﾋﾞの電源を切っていても情報が自動的に表
示されるようになる。  参考：8/16 日経新聞 
 
 
 

 

ちょっとした話ながわ 

◇第 62回大井どんたく夏まつり 
  8/27（土）・28（日） 12:00～20:30 
 大井町駅前中央通り（大井 1丁目付近） 
ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ 

◎ﾀﾞﾝｽｺﾝﾃｽﾄ、ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ、ﾌﾟﾛﾚｽ、 
盆踊り、抽選会、ﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｪｽ、 
Discoどんたく、子ども広場他 

☆詳細は、チラシやＨＰで！ 
 

HPより 

http://www.irasutoya.com/2016/01/blog-post_243.html

