
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 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    

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 

 

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        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！ 
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6/21.22 の本会議で各会派から１～２名ずつ

一般質問（計９人）が行われました。先週に引

き続き、その質疑の一部をご報告します。私は、

今回、質問の順番ではありませんでした。 

Ｑ:他議員の質問 Ａ:区側の答弁 ◎平成 24

年度予算額 ☆私のコメント ◇何人かの議員の

質問をまとめている場合もあります。 

 

Ｑ：①区は、情報発信をﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ 

で行い、行政情報の迅速化・双方向化を。 

②区の情報発信時にﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙの採用を。 

 

Ａ：①ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸの有効性は、評価するが、複

数の情報発信手段をいかに迅速、正確に機

能させ、誰が区を代表しﾘｱﾙﾀｲﾑに応答でき

るかという課題がある。今後、情報発信の

あり方を他自治体の事例も含め検討する。

②区では、24 年度予算のﾌﾟﾚｽ発表時に区旗

を掲げ、特色を示した。今後は、区の魅力

を伝えるには、何が最も効果的かという視

点から検討を進める。☆区旗だけでは…。 

※ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ（facebook）=世界最大のｿｰｼｬﾙﾈｯ

ﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ（sns）で、人同士の交流をｲﾝﾀｰ

ﾈｯﾄ上で構築するｻｰﾋﾞｽ。約８億人が利用。 

☆ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ＝ｽﾎﾟｰﾂ選手や政治家等が記者会

見時に使用。ｽﾎﾟﾝｻｰや自治体名がﾃﾞｻﾞｲﾝさ

れたﾊﾟﾈﾙ（橋下大阪市長が有名）。導入を！ 

Ｑ：①今年は、区の世論調査の年。前回は、子

育て支援の項目が無かった。防災関連も含

め、今年の項目は？②昨年の区政ﾓﾆﾀｰｱﾝ

ｹｰﾄは、240 人中 20 代が１人、70 歳以上

は 44.6％。年齢構成の再考を。区政ﾓﾆﾀｰ

は、見学会等が平日。若者が応募しにくい。 

Ａ：①20 年度に保育ﾆｰｽﾞ等の調査を実施した

ので除外した。今年度は、防災に関する項目

や、25 年度に予定している長期基本計画の

中間見直しに関する項目を設定する。②区政

ﾓﾆﾀｰは、若年層の意見を十分反映しにくい状

況なので、今後は、ﾊﾞﾗﾝｽのとれた年齢構成

を実現する必要がある。今年度は、できる限

り土日や平日夜間に見学会等を開催する。 

※区の世論調査＝２年に一度実施。20 歳以上

の区民から無作為に 1,500 人を選び、調査員

が各家庭に伺い、面接調査を行います。現在

実施中です。  ◎世論調査経費◎世論調査経費◎世論調査経費◎世論調査経費    401401401401 万円万円万円万円 

 区政ﾓﾆﾀｰ＝公募区民 50 人。任期２年。集会

や施設見学、ﾚﾎﾟｰﾄ提出等で区政へ意見する。

これとは、別に、区政ﾓﾆﾀｰ（50 人）と区政

ﾓﾆﾀｰ経験者（250 人）の両方にｱﾝｹｰﾄ（Ｑ②）

を実施することがあります。☆20 代、30 代

の意見・要望の収集は、今後の品川の街づくり

に不可欠。改善を！ ◎区政ﾓﾆﾀｰ経費◎区政ﾓﾆﾀｰ経費◎区政ﾓﾆﾀｰ経費◎区政ﾓﾆﾀｰ経費 91919191 万円万円万円万円    

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

公務員と退職金 

  公務員には、退職金が支給されます。

次のうち、誤りは、どれでしょうか？ 

すべて正しい場合は、⑤とお答え下さい。 

①区議会議員には、在職年数に応じて退

職金が支給される。 

②区長には、在職年数に応 

じて退職金が支給される。 

③副区長には、在職年数に 

 応じて退職金が支給される。 

④区議会事務局の職員は、 

区の職員なので退職金が 

支給される。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 みんな・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。    

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！ 

 

ちょっとした話ながわ 

区長の給料･退職金って？ 

１年間の給料…約 1937 万円（23 年 4 月現在） 

◇給料    1,156,000 円  /月 

◇地域手当   138,720 円  /月 （給料の 12％） 

◇期末手当 3,664,520 円（給料の 3.17 ヶ月） 

☆退職手当は、１期（４年）で約 2219 万円 

（給料×在職年数の４×4.8） 

※２期なら退職手当は在職年数の８をかける。 

【参考】副区長（２人います）の給料は、 

年間   約 1541 万円 （935,000 円/月） 

退職手当 約 1262 万円 （1 期は 4 年） 

（給料×在職年数の４×3.4） 

☆例えば、区職員を退職し①、副区長を４年務

めて②、区長となり、２期（８年）務める③

と退職金３回分のトータルは…？？？ 

◎◎◎◎24242424 年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額        

区職員区職員区職員区職員の退職手当の退職手当の退職手当の退職手当    24242424 億億億億 500500500500 万円（万円（万円（万円（106106106106 人人人人分分分分））））    

Ｑ：①補助 205 号線道路の整 

  備の遅れについて。②同 

道路の大井２丁目と３丁 

目間の東京浴場前交差点 

に信号機設置を。②大井三 

つ又交差点（大井３丁目）から池上通りへの右

折が危険。右折信号、右折ﾚｰﾝ等の整備を。 

 

Ａ：①25 年 4 月に供用開始予定。②交通管理者

（注：警視庁のこと）による現地確認が行われ

た。道路の供用開始に間に合うように、設置に

向けた調整をする。③右折ﾚｰﾝ設置で混雑緩和

を図る。設置に向けて交通管理者と調整する。 

☆補助 205 号線＝大井３丁目（大井三つ又）～西大

井１丁目（西大井駅前）の 996m を昭和 62 年から

整備しています（幅員 15m）。②③のご要望は、こ

れまでに私もいただき、区へ要望してきました。とて

も時間がかかりましたが、設置の方向です。 

Ｑ:①児童図書の充実を②図書館に

利用者の書評ｺｰﾅｰ設置を。 

③電子図書館の導入を。 

Ａ:①児童図書は、図書館全体の蔵書 

の 26％を占め、予算規模は、23 区のﾄｯﾌﾟｸﾗｽ

（人口割の予算額）。今後も充実に努める。②

ｽﾍﾟｰｽの問題から常設は難しいが、まず、本館

（注：品川図書館）で期間を特定してﾓﾃﾞﾙ実施

する。③事業の継続性、ｻｰﾋﾞｽの安定供給、費

用面が課題。国の動向を注視し、研究する。 

Ｑ：①児童ｾﾝﾀｰの父親利用の状 

況は？②また、ｲﾍﾞﾝﾄや養成講 

座等、父親への育児支援を。 

Ａ：①一部ｾﾝﾀｰは、ｻﾝﾃﾞｰ子育て 

ｻﾎﾟｰﾄ事業のために日曜、休日 

も開館。4、5 月の父親利用実 

績は、平均 200 人/月、30 人/日。 

②児童ｾﾝﾀｰでは、父親子育て参加促進講座を

実施。内容⇒ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ、おもちゃ遊び、ﾗ

ﾝﾁづくり等。実績は、児童ｾﾝﾀｰ 25 館で延べ

602 人（21 年度）⇒811 人（22 年度）⇒923

人（23 年度）と増加。保健ｾﾝﾀｰで妊娠中のｶｯ

ﾌﾟﾙ対象に「二人で子育て」事業実施。沐浴（も

くよく）等の体験学習で父親の育児参加を促

進。３保健ｾﾝﾀｰで 1520 人（21 年度）⇒1613

人（22 年度）⇒2347 人（23 年度）と増加。 

☆沐浴（もくよく）＝生まれて間もない赤ちゃんをお

風呂に入れること。とても大切です。しかし、大変

でかつ危険な作業です。ﾊﾟﾊﾟの参加を。イクメン

という言葉も認知されてきましたが、育児休業取

得率は、男性 2.62％（2011、厚労省。女性は

87.8％）です。父親の子育て参加支援を今後も

積極的に展開することを要望します。 

Ｑ：高校生への施策があまりないが。 

Ａ：小学生に比べ、自立性が強く、 

自主性を尊重すべきと考える。 

居場所として、児童ｾﾝﾀｰがﾃｨ 

ｰﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞとして機能している 

ので、これ以上の対応は、現在考えていない。 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：①：①：①：①区議会議員に

は、退職金はありません。「特別

職」の地方公務員です。④役所で

働いている、公務員は、「一般職」

の公務員です。「ちょっとした話なが

わ」を参照下さい。 


