☆☆ 品川区イズ ☆☆
参議院選挙！ ７月 11 日!!
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No.
2010 年 6 月
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

6/12(土)に立会小で『ブックフェスタ』が
開催されました。この行事は、日常の読
書体験や学習活動を活かしたものです。各
クラスで物語を音読したり、全員で群読
したり、クイズあり、落語あり、盛りだ
くさんのお店（ワークショップ）が。
保護者の方々もたくさんお見えにな
り、教室の後ろから発表するお子さんの
晴れ姿を笑顔で参観されていました。
音読をはじめとする日常の学習活動の
成果は、充実したものでした。国語力の
低下が叫ばれている今日、このような活動
を通じて、本を読むことがごく自然なことに
なるのだと思います。

《 おことわり 》 『参議院選挙』は、6/24
公示、7/11 投票の予定。公職選挙法の規定で、
この間、駅で『区政報告』配布等ができません。
このため、次号は選挙終了まで、
お配りすることをお休みさせてい
ただきます。再開は 7/15 の予
定です。ご了承お願いいたします。

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
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 品川区 高橋しんじ
検索
高橋 しんじ
☆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。

３年に１度の参院選が 7/11 に予定され
ています。品川区（選挙管理委員会）でも国
からの委託で選挙事務を行ないます。
問１ 区の選挙執行費は（22 年度予算額）？
①1730 万円
③7300 万円
③1 億 7300 万円
④３億 7300 万円
問２ 区内のﾎﾟｽﾀ－掲示板の数（前回）は？
①144 ②244 ③344 ④444 ⑤544
問３ 東京選挙区立候補の供託金（立候補者が
一時的に預けるお金。一定の得票がない
と没収されます）は？
①100 万円 ②300 万円
③400 万円 ④600 万円

体育館では、5 年生の劇の発表や『ギネ
スに挑戦』など。また、多くの保護者の
方々が熱心にお手伝いされていました。
お疲れ様でした。
PTA 恒例の『古本
市』も大混雑！
←『 おむすびころりん』
』
は、１年生の
年生の音読

劇団四季「美女と野獣」開幕（7/11）前
ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ公演 親子ペア 350 組ご招待
☆7/8(木)
18:30～、80 組 160 名
☆7/9(金)
18:30～、80 組 160 名
☆7/10(土) 13:00～、90 組 380 名
ここにテキスト
【場所
場所】四季劇場『夏』
（広町 2－1－18）
場所
【対象
対象】区内在住の小・中学生と保護者
対象
(２名１組)
【申込
申込み
申込 み 】6/22(火)までに、往復はがきに
「美女と野獣」とし、住所・氏名・年齢・
性別、お子さんの氏名・年齢（学校名・
学年）を〒140-8715 品川区役所文化ｽﾎ
品川区役所文化ｽﾎﾟ
ｽﾎﾟ
ｰﾂ振興課文化振興係
ｰﾂ振興課文化振興係へ。
振興課文化振興係
☆詳細は
詳細は、文化振興係（
文化振興係（℡ 57425742-6836）
6836）、区
HP、
『広報
HP、
『広報しながわ
広報しながわ 6/11 号』でご確認
でご確認を
確認を 。

高橋しんじ
高橋しんじプロフィール
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！
☆初心を忘れずにガンバります！
しがらみのない無所属

ズ

無所属クラブ
区政報告

サングラスにマスク、
コンビニ入店 即 110 番！
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☆区政へのご
区政へのご要望
へのご要望をお
要望をお寄
をお寄せ下さい！！
さい！！
☆ご希望の
希望の方に『区政報告』
区政報告』をお届
をお届け(郵
送他)
送他)いたします。
いたします。ご連絡ください
連絡ください。
ください。

区政研究ノート
区政研究ノート

兵庫県警は、県内のコンビニ約 1500
店に対し、６月からサングラスやマ
スクなどで人相が分からない不審者が入店
した際、即 110 番するよう指導した。入店
即通報は、極めて異例という。時間帯は、
強盗の発生が多い深夜から早朝を想定。今
年は、県内で認知されたコンビニ強盗が 25
件発生し、過去最高のペースで推移してい
るため、県警と店側が協議して県
警が要請した。（参考：東京新聞）

―「参議院」
参議院」特集―
特集―

◇国の政策は、地方自治体に大きな影響があります。昨夏の政権交代によ
る政策の転換は、『子ども手当』『小中学校の耐震化』など、影響がありま
した。今回の参議院選挙の結果も今後の地方自治体の事業運営に様々な影
響があると予想されます。☆参議院は、その成り立ちから「良識の府」と呼ばれ
ますが議決が政局になることから「政局の府」とも呼ばれます。

≫参議院のキホン

≫国会議員の待遇（衆・参共通）
参共通）

【定数
定数】242
人 ・選挙区選出 146 人
定数
・比例代表選出 96 人
【任期
任期】６年
※３年ごとに半数が改選。
任期
今回は、121（選挙区 73 比例区 48）
※東京選挙区は 定数５
【選挙権
選挙権】
20 歳以上
選挙権
【被選挙権
被選挙権】25
歳以上
被選挙権
【解散
解散】
なし（衆議院にはあります）
解散
☆参議院は、解散がないため議員が任期中
時 間 を かけ て 仕 事 に 取 り 組 め る の です
が、「政党化や衆議院のｺﾋﾟｰ化」が進み、
その存在意義が問われています。

≫比例代表って？
投票は、選挙区と比例代表の２回
です。比例代表の仕組みを少し…。
◇各政党が候補者を名簿で提出し、投票
は、政党名か候補者名を記入。候補者
名が書かれた票は政党名の票と合算
し得票数となります。
◇得票数に比例して当選者数（48）を政党
ごとに配分します（ドント方式）。
◇候補者名簿には、順位はなく、個人名
が書かれた票が多い候補者から当選が
決まります。☆複雑ですね（苦笑）
クイズの
クイズの答え：問 １③ 全額を国が負
担します。問
問 ２③ 候補者は、ポスタ
ーを品川区だけで 344 ヶ所に貼るわ
けです。東京都全域だと…（驚！） 問
３② 比例代表選出だと、名簿搭載者
１人当たり 600 万円（！）です。

【歳費
歳費】
約 1560 万円（月額約 130 万円）
歳費
【ﾎﾞｰﾅｽ】年間 約 635 万円
⇒この二つで年間 約 2200 万円
【その
その他
その他 】
・文書通信交通滞在費 年間 1200 万円
無税で使途報告義務がありません(!)
・秘書３人分の報酬を国が支給
・JR 全線無料（新幹線、ｸﾞﾘｰﾝ車も無料！）
・航空機 月４往復分無料
・家賃が安価な議員宿舎 など
☆議員は、支出も多額であり、この待遇が妥
当かどうか、様々な意見があります。個々
の議員の働きぶり、『政治とお金』の透明
化などが判断の重要な要素だと思います

≫投票率（平成 19 年選挙）
選挙）
◇前回は、区内で 56.96％（全国
57.04％）でした。
◇区内の年齢別投票率は…
20 代 38.05％、30 代 48.16％
40 代 56.46％、50 代 64.74％
60 代 77.03％! 70 代以上 69.45%
（ある区内の選挙区からの推計値）
☆大切な一票。お出かけ前に投票へ!

ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます
駅前にいます！
にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前
◎『
『区政報告』
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

