☆品川区イズ（番外編）☆
東京都議会議員って…？
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No.
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
◇鈴ヶ森公園の運動場
の出入口にﾎﾞｰﾙが出ないように網を
⇒６月下旬メドに設置されます
◇同公園の『誰でもﾄｲﾚ』に緊急連絡先を
⇒電話番号入りの看板をつけました

◇（仮称）勝島ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
の営業開始はいつ？
⇒工事は 11 月中旬終了予定。開業は、そ
の後すみやか行なう予定（月日は未定）
◇阪急の開業はいつ？ ⇒第１期工事
は 2011 年に終了予定

ズ
☆ユーチューブ

自治体が注目

国内で 2 千万人以上が利用しているというｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄ動画投稿ｻｲﾄ「ﾕｰﾁｭｰﾌﾞ」を使って、観光
PR や行政情報の動画を公開する自治体が最近
目立っている。映像を自前で製作すれば、経
費を全くかけずに国内はもとより、世界中に
情報を発信できるのが魅力。函館市の動画は、
21 万回以上視聴された。大阪府は、橋下知事
の素顔を職員が突撃ｲﾝﾀﾋﾞｭｰするなどの「大阪
府公式ﾑｰﾋﾞｰﾆｭｰｽ」を開設した。
（北海道新聞）

☆『しんじ新聞』№100 まで
あと ２！

高 橋しんじ 事 務所
東京都品川区東大井 4‑13‑11‑304 〒140‑0011
TEL:03‑5461‑8757 FAX:03‑5461‑8763
E‑mail takahashi‑
shinji@spa.nifty.com
URL http://www.takahashi‑shinji.net/
☆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。

問１ 議員の定数（人数）は何人？
①57 人 ②87 人 ③127 人 ④157 人
問２ また、品川区選出議員は何人？
①１人 ②２人 ③３人 ④４人 ⑤５人
問３ 給料（月額報酬）は？
①43 万円 ②63 万円 ③83 万円
④103 万円 ④123 万円
問４ 政務調査費、１人の月額は？
①10 万円 ②20 万円
③30 万円 ④40 万円 ⑤60 万円
（解答は、区政研究ノートで）

◇青物横丁のＯＫｽｰﾊﾟｰ付近や
亀屋万年堂付近の交通安全対策を
⇒区に看板の設置をはじめ、十分な安全
対策をするよう要望しました

◇大井水神公園の噴水付近に雨天時、
水たまりが出来て通行しにくい
⇒噴水の水が地面下に漏れている
と判明したので工事します

ちょっとした話ながわ
☆ガンダム！合体！

in 台場

人気アニメ「機動戦士ガンダム」が都立
潮風公園（品川区東八潮、「お台場」の端）
に雄姿を見せた。放映 30 周年記念でﾊﾞﾝﾀﾞ
ｲﾅﾑｺｸﾞﾙｰﾌﾟが製作した巨大な立像（ｱﾆﾒと同
じ設定で 18ｍ！）。内部は鉄骨、表面は強
化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製で強風でも倒れない設計。完成
時には両目など 50 ヶ所から
光
光を放ち、頭部が動き、胸等
から霧も噴出。同公園での緑
化ｲﾍﾞﾝﾄの一環で 7/11〜8/31
無料公開。（6/13 東京新聞他）

高橋しんじプロフィール
若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、
早稲田実業高、早稲田大学（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。東京大学研究員、塾などを経て、
教師（早稲田実業高、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４月 無所属・新人として
2541 票の支持をいただき初当選！
しがらみのない無所属
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！

今週の書架
☆『45 分でわかる 14 歳からの日本の選挙』
（三宅久之 マガジンハウス 762 円）
著者は、
『ﾋﾞｰﾄたけしの TV ﾀｯｸﾙ』に出演
している政治評論家。「選挙が政治を変え
る」「選挙にはどれくらいお金がかかるか」
など大人にも十分読み応えがあり、「45 分
でわかる！」とうたっているの
で、簡潔でお子さんに説明する時
の虎の巻にもなります♪〜この
45 分ｼﾘｰｽﾞは通勤のお供にどうぞ

区政研究ノート（特別版）―東京都議会―
◎7/12 都議会議員選挙投票日！
選挙期間は、7/3〜11。
（予算額：選挙
執行費１億 2162 万円）
選挙結果は次期衆院選
への影響大です。今週
は、
『東京都』がｷｰﾜｰﾄﾞ。

《東京都って》
＊予算 ６兆 5980 億円
☆ﾍﾞﾙｷﾞｰ、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ、南ｱﾌﾘｶ等の国家予
算に匹敵です。歳入中、都税が４兆 7577
億円（72.1％）。21 年度は景気悪化の影
響等で過去最大の減少（7520 億円！）
。
◇品川区の予算：1390 億円 8871 万円
＊職員 15 万 1567 人（知事部局、学
校職員、警視庁、東京消防庁の人たち）
☆給与関係費は 1 兆 6256 億 4 千万円！
◇品川区の職員：2580 人
＊人口 1297 万 4936 人（21 年 5 月）
◇品川区の人口：34 万 5413 人
＊主な業務 自治体としての事務。広範
囲です。一例として、都内の河川・道路
の整備、都立公園・都立病院の管理や水
道・下水道事業の経営、都営住宅、市場
（築地・大田・品川食肉市場）も管轄。
また、NPO 法人・宗教法人の認証、ﾊﾟｽ
ﾎﾟｰﾄの発券、都営地下鉄・都バス・上野
動物園内のﾓﾉﾚｰﾙなども都の業務です。
教育は、公立学校に関することで、都
立高等学校・公立小中学校の教員の任免。
市区町村教育委員会への指導助言。私立
学校の設置認可なども行ないます。

朝、駅前にいます！

教育委員には、相撲の朝青龍とのﾊﾞﾄﾙ
で有名な横綱審議委員の内館牧子氏やﾏﾗ
ｿﾝ選手だった瀬古利彦氏がいます。
また、警視庁・東京消防庁も都の管理
下です。経営再建中の東京新銀行や救急
医療体制・周産期医療対策（母体・新生
児救命体制の整備）も都の仕事です。

《都議会って》
（参考：
『産経新聞』他）
都議会と都知事は、それぞれ独立の機
関であって、対等な立場にあります。チ
ェック＆バランスの関係です。
＊定数
127 人（自民 48 民主 34 公明
22 共産 13 ネット４無所属４欠員２）。
＊品川区選出議員 ４人（大田区８人）
＊任期
４年
都議出身の現職国会
議員は、衆院７、参院１。荒川・大田・
杉並・北区長は都議出身です。
＊給料（月額報酬）
103 万 7000 円
期末手当を含め年収は 1770 万円。
*政務調査費
１人当たり月額（！）
60 万円で年間 720 万円。今年度からや
っと報告時に領収書添付が義務化へ。
都議は公用車（黒塗りの車 20 台。運転
手の人件費等含め年約２億円の経費）と
借上げﾊｲﾔｰ（経費１千万円）も使えます。

月 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

《都議選の投票率って》
前回は、44，78％（平成 17 年）
参考 平成 17 年 9 月衆院選挙（郵
政民営化選挙）65.53％、平成
19 年 7 月参院選挙 56.96％。
※国政選挙の歴史上最高投票率
⇒1890 年（第１回）93.91%！
◇おことわり◇
公選法で禁止のた
め都議選中（7/312）は、新聞をお
休みします。

