☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇「五反田ﾊﾞﾚｰ」って？

近年、
「五反田バレー」が注目されていま
す。さて、この「五反田バレー」の意味は？
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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

ちょっとした話ながわ
◇視覚障害男性、駅で転落死
－品川・下神明駅、電車にはねられる－
品川区西品川の東急線下神明駅で 9/4 午後
2 時 15 分頃、同区内の男性（71）がﾎｰﾑから
線路に転落し、電車にはねられ、死亡した。
荏原署によると、付近の防犯ｶﾒﾗに事故の直
前、ﾎｰﾑの端の点字ﾌﾞﾛｯｸの上を歩いていた男性
が方向転換をしようとしてよろめき、線路側に
転落する様子が写っていたという。男性は視覚
障害１級の認定を受けていたが、当時は白杖
（はくじょう）を持っていなかった。

◇インターン生が頑張りました！
高橋しんじ事務所では、今年も大学生が熱心
にインターンシップ（注）を体験しました（＝
インターン生といいます）。区議会議員の仕事
を通じて、政治と社会とのつながり、社会に対
する知識を養い、社会への関心を高める事を目
的としています。毎年数名を受け入れていま
す。今年は 1 名（男子。大学 1 年生）。
期間：８・９月の２ヶ月間
インターン生への報酬：無報酬
対象：社会に興味を持っている学生
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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。

①五反田に強豪の少女バレーチームがあり、
全国レベルで活躍している。
②五反田には、バレエ教室が数多く存在し、
多くの方々が学んでいる。
③五反田には、区内の IT、AI
（人工知能）等のベンチャー
企業などが多数集積している。
◎難易度 ☆☆
参考：7/26,31 東京、日経新聞
☆北海道胆振（いぶり）東部地震により被災さ
れた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
東急電鉄によると、大井町線では、現在全
駅でﾎｰﾑﾄﾞｱの設置を進めており、同駅には平
成 31 年度下期に設置される予定という。
参考：9/6 産経、朝日新聞
☆視覚障害者がﾎｰﾑから転落し、死亡する事故
は相次いでいます。鉄道各社は、設置を進めて
いますが、費用等の問題から時間がかかってい
ます。少しでも早い設置を求めます。
設置数－山手線(24 駅) 、京浜東北線(5)、
東急目 黒線 (13)、東 急大井 町線 (7)など 。
（30 年 3 月末。国交省 HP）。
活動内容：区議会の傍聴、地域活動業務、区関
係施設の見学、広報活動、社会人マナー
講習、政策勉強会、政策立案業務、事務
的業務など。
☆駅頭での区政報告配布、地
域の行事参加など、積極的
に取り組んでくれました。
注 インターンシップ
学生が一定期間、民間
企業や官庁等で研修生
として無報酬で就業体 9/8 ふくしまつりでﾌﾞ
ﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰに挑戦！
験を行うこと。
ｱｲﾏｽｸをしています。

高橋しんじプロフィール
Ｚ
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

◇区長選(＆区議補欠選挙)

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！！
そのため、
☆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)。

前回投票率 23％

9/23(日)告示、9/30（日）投開票
期日前投票が実施されます。ご利用を！
・品川区役所
9/24(月)～29(土)
・地域センター（13 ヶ所） 9/24(月)～29(土)
⇒ともに 8:30～20:00
☆アトレ大井町
9/26(水)～29(土)
⇒10:00～20:00
区政報告配布

お休みのお知らせ

選挙中と前後（一部）は、公選法の関係などで区政報
告の配布をお休みさせて頂きます。ご了承下さい。

供託金（きょうたくきん）
選挙ﾎﾟｽﾀｰ掲示場等
Ｑ１：選挙ﾎﾟｽﾀｰの掲示場は、区内に何ヶ所あり
ますか？また、期日前投票所や当日の投票
所は、何ヶ所ありますか？
Ａ1:【ポスター掲示場】⇒346 ヶ所！!
掲示場は、区が設置します。ﾎﾟｽﾀｰの印
刷費用も、区が負担します（上限額有
【
り）。しかし、ﾎﾟｽﾀｰは、候補者側が自分
で掲示場に貼らなければなりません。
【期日前投票所】⇒15 ヶ所
区庁舎、地域ｾﾝﾀｰ（13 ヶ所）、
アトレ大井町
【当日投票所】 ⇒43 ヶ所
区立小中学校など

選挙費用（税金）
Ｑ２：区長選挙（＆区議会議員補欠選挙）実施に
は、いくら税金が使われているのですか？
Ａ2:１億 6,792 万円です。主な内訳は…、
投票事務費
7,239 万円
開票事務費
1,150 万円
選挙公報配布費
570 万円
ポスター掲示場費 1,624 万円
公費負担費 2,216 万円
（ﾎﾟｽﾀｰ製作費他）
☆投票や開票作業等に従事す
る
る人件費（区職員、ｱﾙﾊﾞｲﾄ
等）が中心です。
クイズの答え：③五反田は、ｱｸｾｽがい
い割に渋谷等に比べて賃料が安く、
近年 IT、AI（人工知能）関連の企
業が急増、駅周辺だけで 38 社ある。
ｱﾒﾘｶの IT 企業や関連企業が密集して
いる「ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ」にちなんで「五反田
ﾊﾞﾚｰ」と呼ばれる。7/25 には、企業 6
社が同名の一般社団法人を設立し、品
川区と連携する協定も締結した。

Ｑ３：区長選や区議会議員補欠選挙に立候補す
るのにお金（＝供託金といいます）が必要と
聞いています。いくら必要ですか。
Ａ3:・区長
100 万円
・区議会議員（補欠選挙も） 30 万円
☆供託金は、選挙前に納
〇山✖男
入し、一定の得票数に
達しない場合は没収さ
れます。国会議員、都
議会議員の選挙でも必
要です（金額は異なる）。

区長と区議会議員
Ｑ4：年収などについて
教えて下さい。
任期は共に 4 年
【年収】報酬と
いいます。手取
り額ではない。
【月額】※手取り

区長

区議会議員
約 934 万円
約 1,770 万円 （議 長 1,467
万円）
約 114 万円
約 60 万円

額ではない。

【退職金】
1 期（4 年ごと）
に支給
【公用車】

有：1 期ごとに
約 2200 万円

無
※議員年金は
(現区長は 3 期目)
ありません
有：区有車、運 無：※議長は有
転手は区が雇用 （区長と同様）
【通勤手当】
6 ヶ月定期額
無
支給
【立候補の条件】 ※区民である必 一定期間、区に
要はない
在住（区民）

朝、駅前にいます！

月・水 ＪＲ大井町駅前
火 京急青物横丁駅前
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
◎議会等の事情で変更する場合があります。 金 京急立会川駅前
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆各 7:00-9:30 頃

