
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    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 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

2010201020102010 年年年年 12121212 月月月月    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
 平成 22 年度品川区予算歳出額は？ 

平成 22 年も終わろうとしています。とこ
ろで 22 年度予算の歳出額 1391 億 7446
万円を 1000 円にたとえると、各分野の歳出
額は、それぞれいくらになるでしょうか。 
①民生費－保育園運営、福祉充実（高齢者・

障害者等）等 
②土木費－道路・公園・住宅等の街づくり 
③産業経済費－商工業の活性化等 
④衛生費－保健衛生・環境対策等 
⑤教育費－小・中学校教育・図書館運営等 
⑥議会費－区議会運営（議員報酬等） 

AAAA    ６６６６円円円円            BBBB    23232323 円円円円         C C C C    81818181 円円円円        
DDDD    132132132132 円円円円         E E E E    181181181181 円円円円        FFFF    405405405405 円円円円    

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！ 
『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定２２２２級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 5555 月月月月））））    
 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        
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品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    
    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

No.159 

 

４月・ﾁｬｲﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ整備（授乳ｽ
ﾍﾟｰｽを地域ｾﾝﾀｰ・児童ｾﾝﾀｰ・
商店街等に整備）【1869 万円】 

・小中一貫校荏原平塚学園開校 
【当校建設工事等 35億 7425万円】 

・小学校の空き教室を活用した緊急待機
児童対策開始 

【各種待機児童対策 19億 9571万円】 
☆23 年度も解消へ強く要望します！ 
６月・区と清泉女子大が協定（すまいるｽ
ｸｰﾙで指導すると大学の単位取得に） 
【すまいるｽｸｰﾙ運営費 38 小学校 11 億

6211 万円】※清泉女子大（東五反田） 
 

５月住民税・国民健康保険料等のﾓ
ﾊﾞｲﾙﾚｼﾞ開始（携帯電話で支払えます） 

☆お手軽な支払いが可能に 【525 万円】 
８～10 月・第１回区民芸術祭開催 

【2221万円】 
☆区民への周知・盛上りの検証をすべき。 

≪2010 年の選挙≫ （投票率） 
７月 参議院選挙 58.75％ 
10月 区長・区議会議員補欠選挙 33.9％！ 

７月小中一貫教育全国ｻﾐｯﾄ 2010 開催 
（日野学園）全国から約 2000 人参加 

【開催経費 449 万円】 
10 月・五反田教育文化会館ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ

（小学校、幼保一体施設、ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ等の
文化ｾﾝﾀｰ、図書館、などの複合施設） 
【文化ｾﾝﾀｰ、図書館他 10 億 3287 万円】 

☆多額の予算をかけた大きなハコ物です。
今後の利用率等を注視していきます。 

 

 

４月・「ふれんどりー事業」（知的障害者 
外出支援）開始 【2006 万円】 

 ☆利用しにくい仕組みの改善を。 
・保護者の 1 日保育士体験開始 

☆貴重な体験で好評です。【445 万円】 
10 月「しながわ見守りﾎｯﾄﾗｲﾝ」開設（子

ども・高齢者の虐待情報通報受付） 
 ☆児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ⇒⇒⇒⇒３７７２３７７２３７７２３７７２－－－－６６２２６６２２６６２２６６２２ 

高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待      ⇒⇒⇒⇒３７７２３７７２３７７２３７７２－－－－６６９９６６９９６６９９６６９９ 

・「買い物支援ｻｰﾋﾞｽ」試行（ひとり 
暮らし高齢者支援） 

 

2010 年の品川区政を 

分野ごとに振り返ります！ 

【 】-予算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ 

育・子育て 

活 

祉・健康 

☆1 年間、ご愛読有難うございました！
新年は 1/6 から再開の予定です。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！ 

 

 
 

 
 
発行所 品川区議会無所属クラブ 
発行者 高橋慎司（副幹事長） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

 
ちょっとした話ながわ 

◇品川区職員の給与『広報しながわ 12/1』 
☆職員数 2507 人 １人当たり給与費 728 万円 
①一般行政職 平均年齢   44.9 歳 
       平均給与月額 497,768 円 
②初任給 一般行政職（23 区共通です） 

大学卒程度 181,200 円（国家公務員と同額） 
 高校卒程度 143,000 円（国家公務員 140,100 円） 

③経験年数別・学歴別平均給料月額（除ﾎﾞｰﾅｽ） 
一般行政職 経験 10 年 15 年   20 年 
大学卒 258,621 円 311,273 円 351,154 円 
高校卒 244,200 円 301,084 円 341,209 円 

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ:①民生費 405 円
40％を占めます⑤教育費 181 円
②土木費 132円④衛生費 81円③
産業経済費 23 円⑥議会費６円。
他に、総務費（文化芸術・ｽﾎﾟｰ
ﾂ、防災・生活安全等）141 円、
公債費（借金の返済）29 円です。 

 

7 月・大井町に四季劇場「夏」ｵｰﾌﾟﾝ 
【賃貸料 10 年間で 3 億 8 千万円。ただし

当初 4 年間は支払猶予の特別措置】 
☆劇場の成功が地元商店街等の活性化に

つながっていない側面があります。 
９月・区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞの区広報番

組の動画配信開始 
【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等経費 3417 万円】 

・区民活動支援ｻｲﾄ（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・協働・ｻｰｸ
ﾙ・ｽﾎﾟｰﾂ等の活動団体や個人の情報交換
の場）開設【766 万円】☆ぜひご利用を！ 

の他 

 

4・11 月ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券販売（6 億
円）【10％助成等 8068 万円】 

☆23 年度にも経済対策として継続を! 
８月・武蔵小山駅前に創業支援ｾﾝﾀｰ開設 

 【３億 7414 万円】 
☆１階ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟが苦戦中。支援を。 

・しながわ水族館入館者 1500 万人突破 
【運営費 1 億 7664 万円、省エネ工事

4150 万円】 ☆入場者増加の施策を 
11 月・ﾀｲ（ﾊﾞﾝｺｸ）に中小企業支援ﾋﾞｼﾞﾈｽ 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ（ﾚﾝﾀﾙｵﾌｲｽ）開設 
☆事業の成果を検証していきます。 

・京急立会川駅前に「20 歳の龍馬像」完成 
（※区の事業ではありませんが…） 

☆観光・町おこしに一役買いました。 
・一番店発見ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了（約 200 店の

ﾏｲｽﾀｰ店が決定）     【1577 万円】 
☆商店街振興に貢献しています。 

業経済・土木 

 
7 月・区が景観行政団体に（景観条例も施行） 
 ・LED 街路灯（省エネ）試験設置【80 万円】 

☆高コストとまぶしすぎるために本格導
入は時期尚早という結論になりました。 

・電動自転車用太陽光発電充電施設設置（充
電設備の区民への開放も実施）【400 万円】 

・自転車・ﾊﾞｲｸの放置禁止区域拡大 
・不燃ごみ（ｶﾞﾗｽ・金属ごみ）収集回数変更 

ごみ量減少のため週１回⇒月２回へ 
【ﾓﾃﾞﾙ地域での周知費用 890 万円】 

 

 22 年の主な特集号は以下の通り
です。ご活用を。ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰの問 

い合わせは、広報広聴課（5742-6644）へ。 
1/21 号・《図書館》特集 
3/11 号・《22 年度予算》特集 
4/11 号・《子育て支援》特集 ☆使えます! 
     妊娠中・０歳～18 歳までの相

談、助成、預かり、子育て等 
4/21 号・《清掃事務所》特集 
5/21 号・《体育館》特集 
6/21 号・《保健所》特集 
8/1 号 ・《福祉》特集 

高齢者・障害者・子育て等 
9/21 号・《小中学校選択手続》特集 

境 

報しながわ 

区議会お正月番組のお知らせ 1/1～3 の 8 時と 18 時計 6 回放映 


