☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇品川区議会議員あれこれ…
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品川区議会議員
無所属

高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

区議会議員に関する説明です。
正しいものを選んで下さい。全て
誤りの場合は、⑤とお答え下さい。
①３期（12 年）務めると厚生年金や国民年
金に加えて議員年金の受給資格を取得。
②１期（４年）務めると退職金が支給される
③国会議員のように公設秘書を区議会の費
用で議員 1 人につき 1 人まで雇える。
④政務活動費（品川区は月額 19 万円）から
新年会（立食形式）の費用を支出できる。
◎難易度 ☆☆☆
現

Ｑ:区議会議員って何名いる
の？ 任期は何年？
Ａ:定数は 40 名（現在 2 名欠
員で 38 名です）。任期は 4
年（来年 4 月まで）です。
Ｑ:勤務場所はどこ？自分の
部屋とかあるの？
Ａ:品川区役所（大井町）の隣
に区議会棟があります。そ
こに会派（＝政党的な集団）
ごとの控室があります。
☆私は、会派に属さない無所
属ですので、他の無所属議
員と共に 4 人で一つの部屋
を共同で使っています。

本会議場や
委員会室も
あります

Ｑ:本会議って、いつ開催？
Ａ:2，6，9，11 月です。各
40 日間で、本会議や委員会
が開催されます。その他の
月にも委員会があります。
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☆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。

Ｑ:区議会議員の仕事って？
①23.22％ ②40.00％
③52.00％ ④60.05％
◎難易度 ☆☆☆
☆あくまで私の場合です。
Ａ:①自分の意見を表明－議会
（委員会）で区が提出した
条例（＝国でいうと法律）
案や報告に対して質問し
たり、問題を指摘する。
②調査・研究（＝勉強・見学）
－区の施設、他自治体の調
査、各種研修会への出席等
③区に政策を提案－調査研
究等をもとに区へ提案
④ご要望の実現－区民の
方々から頂いた様々なご
要望を区に伝え、実現を目
指す。
⑤広報活動－自分の活動や
区の課題等を『しんじ新
聞』、ＨＰ・ＦＢ等で発信
⑥区の行事・ｲﾍﾞﾝﾄ等へ出席
－多くの区民の方々と触
れ合い、意見交換する。

高橋しんじプロフィール
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

ちょっとした話ながわ

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)。

≪品川の女性 2400 万円被害≫荏原署は 1/15、ニ
セ電話で品川区の自営業の女性（78）が 2400 万
円をだまし取られる被害があったと発表。12 月、
女性宅に災害復興支援機構の職員を名乗る男から
の電話で「あなたのお客様番号を使って寄付した人
がいる。他人の名前で金を振り込んだことが犯罪に
なる。あなたが犯罪者にならない手続きに金が必要
だ」と言われた。女性は金融機関の窓口に行き、男
らの指示に従い、複数の口座の ATM 引き出し限度
額を上げ（50⇒200 万円）、定期預金の金を普通預
金に移し、6 日間かけて ATM で計 2400 万円を引
き出し、宅配便で送った。署幹部は ATM 限度額引
き上げの指示が窓口での被害対策の裏をかく手口
と警戒。☆本当に悪質です。撲滅へ！（1/16 東京新聞）

Ｑ:区議会の委員会ってどう
なっていますか？
Ａ: 議会では、議員 40 人が５
つの常任委員会に分かれま
す。基本的に議案（＝話し
合う事項）を分野ごとに５
つの常任委員会で話し合い
ます（＝審議する）。
Ａ:【常任委員会】 総務、区
民、厚生、建設、文教（私
が所属しています）
【特別委員会】 予算、決算、
行財政改革、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ推進
☆特に予算（３月）
・決算（10
月）特別委員会は、約３週
間にわたり、40 人の議員の
ほぼ全員が質問に立ち、連
日約 7 時間の審議をしま
す。

Ｑ:参考に区長さんの給料を
教えて下さい。

詳細は区議
会 HP をど
うぞ

Ｑ:区議会議員の給料ってど
のくらいですか？
Ａ:「報酬」といいます。
月額 606,000 円
（期末手当 3.45 ヶ月/年）
☆しっかり仕事をします！
※議員には、退職金・議員年
金はありません。
クイズの答え：⑤ ①地方議員年金は
平成 23 年に廃止されました。私は受
給資格がありません。②退職金は議員
にはありません。区長・副区長には 1
期（4 年）ごとにあります。③国会議
員には、公設秘書が３人います（最高
ﾗﾝｸの秘書は、年収約 1200 万円）。④
認められる自治体もありますが、品川
区議会では、認められていません。

Ａ:区議会の役職者の報酬…
・議長
923,000 円/月
・副議長
789,000 円/月
・各委員会の委員長
653,000 円/月
・同副委員長 628,000 円/月
※期末手当 3.45 ヶ月/年

Ａ:【参考】（29 年 4/1 現在）
1,146,000 円/月と地域手
当 12％、通勤手当が支給さ
れます。また、期末手当も
支給（3.45 ヶ月/年）。
※退職金⇒１期ごとに約
2200 万円。現区長は、3
期目ですので合計約 6600
万円受け取ることになりま
す
Ｑ:区議会議員の政務活動費
について教えて下さい。
Ａ:１人当たり 19 万円/月
⇒228 万円/年 支給されます
◎使途…調査研究費（他自治体への視
察等）、研修費（研修会参加等）、会議
費（会場費等）、資料費（書籍新聞等
購入）、広報活動費（『区政報告』発行
等）、事務費（事務用品等）、人件費
☆政務活動に関係ない支出（飲食等）
は認められていません。領収書は、
１円から提出しています。使途は、
議長や議会事務局のチェックを受
けています。今後も適正な支出をお
約束します。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！月
火 京急青物横丁駅前

◎『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。

木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

