
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 品品品品川区議会議員川区議会議員川区議会議員川区議会議員    

    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    

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    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

平成 23 年度品川区予算歳出額は？ 

平成 23 年も終わろうとしています。とこ

ろで 23 年度予算の歳出額 1378 億 8516

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    ７７７７円円円円            BBBB    19191919 円円円円            CCCC    83838383 円円円円        

DDDD    134134134134 円円円円            EEEE    168168168168 円円円円        FFFF    430430430430 円円円円    

 

No.209 

2011201120112011 年年年年 12121212 月月月月    

 

 

平成 23 年 4 月 5,232 票（1 位）のご支持をいただき、現在２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４月、無所属・新人として初当選（2541 票）。 『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（22222222 年年年年 12121212 月合格）月合格）月合格）月合格）    ☆初心を忘れずにガンバります！ 
 
しがらみのない無所属 

◇分野別です 

【 】予算額 

☆私のコメント☆私のコメント☆私のコメント☆私のコメント    

 

１月・保育ママ事業スタート 

☆個人や企業が保育します。【7462 万円】 

４月・施設一体型小中一貫校品川学園開校【57

億 2156 万円】、豊葉の杜（ほうようのもり）

中学校開校（小中一貫校は 25 年度開校） 

６月・品川学園にｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ・ｼﾃｨ、ﾌｧｲ 

ﾅﾝｽ・ﾊﾟｰｸがｵｰﾌﾟﾝ【482 万円】 

  ・区立中学生に災害発生時の 

安全確保用ﾍﾙﾒｯﾄ配布 

  ・幼保一体施設『北品川すこやか園』開園 

育・子育て 

祉・健康など 

日本大震災関係 

２月・区民活動交流施設『こみゅに 

てぃぷらざ八潮』ｵｰﾌﾟﾝ 

【整備費 3 億 6923 万円、 

運営費 8993 万円】 

   ☆地域の方々のｺﾐｭﾆﾃｨ作りに貢献してい☆地域の方々のｺﾐｭﾆﾃｨ作りに貢献してい☆地域の方々のｺﾐｭﾆﾃｨ作りに貢献してい☆地域の方々のｺﾐｭﾆﾃｨ作りに貢献してい            

                る施設ですが、地域外の利用が課題。る施設ですが、地域外の利用が課題。る施設ですが、地域外の利用が課題。る施設ですが、地域外の利用が課題。 

４月・八潮南特別養護老人ホーム落成【整備費

19 億 7474 万円、運営費 1 億 1610 万円】 

    

３月・大震災発生、災害対策本部設置 

   ☆現在も被災者支援対策本部が継続中☆現在も被災者支援対策本部が継続中☆現在も被災者支援対策本部が継続中☆現在も被災者支援対策本部が継続中    

・被災地支援に職員派遣（12/1 現在 300 人） 

・被災地へ救援物資搬送開始 

・義援金、救援物資受付開始 参照⇒⇒ 

・日光林間学園、避難場所に富岡町へ提供 

４月・電力節減対策本部設置、節減対策実施 

６月・放射線量測定開始 

７月・被災地支援ツアー実施【350 万円】 

 ☆今後も☆今後も☆今後も☆今後も区による区による区による区による支援を支援を支援を支援を可能な限り、様々な可能な限り、様々な可能な限り、様々な可能な限り、様々な

かたちで継続することをかたちで継続することをかたちで継続することをかたちで継続することを切望します。切望します。切望します。切望します。    

≪品川区受付の義援金の状況≫ 

◇受付総額 1 億 7217 万 3539 円（12/16現在） 

 （日本赤十字社受付分 721 万 4352 円含） 

◇配分総額 1 億 5771 万 4352 円（12/2 現在） 

 ・岩手県宮古市 7000 万円 

 ・福島県富岡町 7000 万円 

 ・宮城県    1050 万円 

 ・日本赤十字社 721 万 4352 円 

☆被災されたすべての方々に、心☆被災されたすべての方々に、心☆被災されたすべての方々に、心☆被災されたすべての方々に、心    

    より哀悼の意を表すると共に、より哀悼の意を表すると共に、より哀悼の意を表すると共に、より哀悼の意を表すると共に、    

    今なお苦闘されている被災地の今なお苦闘されている被災地の今なお苦闘されている被災地の今なお苦闘されている被災地の    

    方々の安寧を切に方々の安寧を切に方々の安寧を切に方々の安寧を切にお祈りいたします。お祈りいたします。お祈りいたします。お祈りいたします。    

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 無所属 品川 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  Fax 03-3772-8878 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆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☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え:①民生費 430 円 43％を占めます⑤

教育費 168 円②土木費 134 円④衛生費 83 円③産業経

済費 19 円⑥議会費７円。他に、総務費（文化芸術・ｽ

ﾎﾟｰﾂ、防災・生活安全等）130 円、公債費（借金の返

済）27 円です。ここ数年、ほぼ同じ割合となってます。 

業経済・土木 

境 

の他 

報しながわ 

 ☆１年間、ご愛読ありがとうござ

いました！ 温かな激励、本当に

元気をいただきました！新年は、 

１/５から再開予定です。 

◇区議会お正月番組のお知らせ 

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川で新春のご挨拶を

いたします。1/1～3 の 8～8:20

と 18～18:20 です。ご覧下さい。 

２月・子どもたちのアイデアを活か 

した公園第一号『鮫洲運動公 

園』ﾘﾆｭｰｱﾙ・ｵｰﾌﾟﾝ【２億 6350 万円】 

４・11 月・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付区内共通商品券３億円発行 

         【ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分助成等 8020 万円】 

５月・八潮に住替え相談ｾﾝﾀｰｵｰﾌﾟﾝ【100 万円】 

６月・区総合庁舎耐震工事竣工（しゅんこう） 

【35 億 9100 万円（20～23 年度）】 

７月・観光案内所『しなかん PLAZA』ｵｰﾌﾟﾝ 

    【515 万円】 ☆大井町駅から☆大井町駅から☆大井町駅から☆大井町駅から 1111 分です。分です。分です。分です。 

  ・勝島の海 貸しﾎﾞｰﾄｵｰﾌﾟﾝ ☆☆☆☆行列行列行列行列でした。でした。でした。でした。 

10 月・しながわ水族館開館 20 周年ｲﾍﾞﾝﾄ 

【755 万円】☆水族館の在り方は課題です☆水族館の在り方は課題です☆水族館の在り方は課題です☆水族館の在り方は課題です    

11 月・ﾐｯﾌｨｰ広場完成（東品川海上公園） 

   【545 万円】 ☆幼児に大人気です。☆幼児に大人気です。☆幼児に大人気です。☆幼児に大人気です。 

５月・しながわ ECO ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

2011 開催 

  ・節電ﾋﾞｽﾞ、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞ（11 月）ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始 

７月・しながわ節電ｺﾝﾃｽﾄ開始     【735 万円】 

   ☆節電家庭に参加賞等を進呈し、節電啓☆節電家庭に参加賞等を進呈し、節電啓☆節電家庭に参加賞等を進呈し、節電啓☆節電家庭に参加賞等を進呈し、節電啓

発を図ったが、応募発を図ったが、応募発を図ったが、応募発を図ったが、応募は、は、は、は、1536153615361536 件（延べ）件（延べ）件（延べ）件（延べ）

に終わりました。に終わりました。に終わりました。に終わりました。PRPRPRPR 方法の再検討を。方法の再検討を。方法の再検討を。方法の再検討を。    

４月・東京都知事選挙【7745 万円】 

     ・品川区議会議員選挙【1 億 6568 万円】 

    ☆5232 票のご支持をいただき、1 位で再 

       選することができました！（写真） 

７月・区民参加による行政評価委員会を公開実施 

   ☆品川版『事業仕分け』です。「事業の見☆品川版『事業仕分け』です。「事業の見☆品川版『事業仕分け』です。「事業の見☆品川版『事業仕分け』です。「事業の見

直し」等、委員会の評価を政策で直し」等、委員会の評価を政策で直し」等、委員会の評価を政策で直し」等、委員会の評価を政策で速や速や速や速や

かにかにかにかに実行すべきです。実行すべきです。実行すべきです。実行すべきです。【【【【368368368368 万円】万円】万円】万円】    

８月・品川区民芸術祭 

開幕【2220 万円】 

☆☆☆☆22222222 年度から始年度から始年度から始年度から始    

た施策。検証をした施策。検証をした施策。検証をした施策。検証をし    

っかりと！っかりと！っかりと！っかりと！    

 

☆23 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お問い合わせは、 

広報広聴課 ５７４２－６６４４ へ。 

3/1 号 ・《２３年度予算》特集 

4/21 号・《東日本大震災》特集 

7/1 号 ・《子育て支援》特集☆便利です！使えます 

     妊娠中・０歳～18 歳までの相談、助

成、預かり、子育て等がわかります！ 

7/11 号・《文化・芸術活動拠点施設》特集 

11/21 号・《美術館・博物館めぐり》特集 

12/1 号 ・区職員の給与等が詳しく載っています 

12/21 号・《品川区この 1 年》特集 

   

 

◇品川区職員の給与 『広報しながわ 12/1』 

☆職員数 2622 人 一般行政職 1291 人、福祉職

（保育士等）684 人、幼稚園教諭等 53 人、他 

１人当たり給与費 699 万円 

①一般行政職 平均年齢   44.4 歳 

       平均給与月額 493,895 円 

②初任給 一般行政職（23 区の共通です） 

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   267,470 円  311,378 円 359,070 円 

高校卒   243,300 円  303,814 円 338,300 円 

ちょっとした話ながわ 

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、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 


