
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

※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    

 

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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

区の高齢者（65 歳以上）人口は？ 

2014 年の品川区の人口は、約 358,315 人

（日本人のみ）です。このうち、高齢者（65

歳以上）人口は、75,595 人で人口の約 21％を

占めます。50 年前の 1964 年（昭和 39 年）の

人口は、415,728415,728415,728415,728 人人人人でした。さて、1964196419641964 年の年の年の年の

高齢者人口は次のどれでしょうか？高齢者人口は次のどれでしょうか？高齢者人口は次のどれでしょうか？高齢者人口は次のどれでしょうか？ 

 

①約 18,000 人 

 ②約 30,000 人 

 ③約 50,800 人 

 ④約 60,000 人 

◎難易度☆☆☆◎難易度☆☆☆◎難易度☆☆☆◎難易度☆☆☆    

 ちょっとした話ながわ 

◇品川区 今春の待機児童  128 人 

【区の発表による平成 26 年度の状況】 

▽入所申請数 2483 人 

   注：昨年度から 462 人増加（22.9％ﾌﾟﾗｽ） 

▽入所決定  1706 人（決定率 61.7％） 

         ※不承認通知 777 人 

▽４月現在の待機児童 128人（25年度62名） 

         ※厚労省の基準で算出 

内訳－父母・祖父母等による保育 80 人、 

職場 8 人、認可外保育園 40 人弱等 

保護者の就労形態－常勤 59 人、 

ﾊﾟｰﾄ・自営・求職中等 69 人 

 

ズ 

◇都内企業 食糧備蓄進まず 

 大規模災害時に想定される帰宅困難者対策と

して、都が昨年４月に施行した条例で、企業側に

従業員の３日分の飲料水（1 人 1 日３リットル）や食

料品（1 人 1 日 3 食）の備蓄を努力義務としたにも

かかわらず、実際に備蓄しているのは約半数にと

どまることが都の初の実態調査でわかった。都

は、備蓄率ｱｯﾌﾟへの対応策を検討する。 

 備蓄していない理由として 

「保管ｽﾍﾟｰｽの確保が難しい」 

が 35.5％、「購入費用の確保が 

難しい」が 12.1％あった。都に 

よると大企業に比べ、中小企 

業で備蓄が進んでいないという。 

【都の調査で判明した従業員用の備蓄状況】 

備蓄量 飲料水 食料品 災害用ﾄｲﾚ 4 日分以上 8.0％ 5.9％ 3.9％ 3 日分 41.8％ 43.3％ 29.9％ 2 日分 11.2％ 8.9％ 6.4％ 1 日分 19.5％ 16.6％ 12.8％ 備蓄なし 18.1％ 23.1％ 42.0％ 

☆皆さんのご勤務先の備蓄状況はいかがですか？

都の条例の対象は従業員数を問わず、あらゆ 

る企業や個人事業主としています。 

帰宅困難者が一斉に徒歩等で帰宅すると二

次災害に遭遇したり、救助活動の妨げになりま

す。一斉帰宅が減るように品川区内企業の備蓄

が進むように区の対応を求めます。    参考 5/26 読売新聞 

☆品川区は私立保育園の開園・定員拡大、認証保

育所開設、保育ママ開設等に様々な補助などを

行い、388 人の受入れ枠の拡大（26 年 4 月）を

行いました。しかし、拡大を上回る申請数の増加

によって、昨年の２倍の待機児童数となってしま

いました。私立保育園、認証保育所の開設支援

をはじめ、さらなる対策を総合的に展開し、待機

児「ゼロ」を目指すべきです。また、選考手続きの

迅速化も保護者から求められています。 

◎私立保育園（◎私立保育園（◎私立保育園（◎私立保育園（4444 園）・認証保育所（園）・認証保育所（園）・認証保育所（園）・認証保育所（2222 園）新規園）新規園）新規園）新規

開設支援、認可外保育施設（開設支援、認可外保育施設（開設支援、認可外保育施設（開設支援、認可外保育施設（2222 園）の認可移行園）の認可移行園）の認可移行園）の認可移行

支援支援支援支援                    ６億６億６億６億 1058105810581058 万円（万円（万円（万円（26262626 年度予算）年度予算）年度予算）年度予算）    

            

No.311 

2014201420142014 年年年年 5555・・・・6666 月月月月    

 

 

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        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政政政政務活動務活動務活動務活動費収支報告費収支報告費収支報告費収支報告（（（（平成平成平成平成 25252525 年度分年度分年度分年度分））））    

☆政務活動費は、議員報酬（いわゆる給与）

とは別に調査研究活動等に必要な経費の一

部として交付されます（議員一人あたり月

19 万円。年額 228 万円）。その使途の範囲

等は、条例で定められ、領収等の証拠書類

を添付し、議長に収支報告します。 

《参考》東京都議会議員 720 万円（年額） 

     横浜市議会議員 660 万円（年額） 

     また、地方の市町村などでは、月 

数万円交付の自治体もあります。 

※交付額や使途範囲等は各自治体

で異なります。 

☆多額の政務活動費の交付を受けるわけですの

で、自らが常に区民の皆様の目線に立って、区

民の感覚でこの使い方はどのように思うか、捉

えるかをよく考え、支出の透明性の確保をして、

今後も適正に執行いたします。 

支出の一部支出の一部支出の一部支出の一部    

【調査【調査【調査【調査研究研究研究研究費】費】費】費】自治体視察等自治体視察等自治体視察等自治体視察等    

    大分県臼杵市・豊後高田市－まちおこし視察 

 成田市－立会小の稲刈り体験視察 

【研修費】【研修費】【研修費】【研修費】研修会参加研修会参加研修会参加研修会参加    

    『子ども子育て支援新制度』 

 『議会改革』『地方行財政』 

 『リーダー研修』『障害者施策』他 

【広報活動費】【広報活動費】【広報活動費】【広報活動費】    

 『区政報告』印刷費用等 

 

 

 

 

 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆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！ 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：①：①：①：①18,00018,00018,00018,000 人。人口人。人口人。人口人。人口

の約の約の約の約 4.34.34.34.3％。％。％。％。②1980 年の高齢者。人

口の約 8.8％。③1998 年の高齢者。

人口の約 16％。④2004 年の高齢者。

人口の約 18.3％。※2035（平成 47

年）には、26.9%になると予測。 

 

今週の書架 

☆『☆『☆『☆『品川区政概要品川区政概要品川区政概要品川区政概要    2014201420142014 年版年版年版年版』』』』    

（（（（品川区品川区品川区品川区    企画部企画部企画部企画部広報公聴課広報公聴課広報公聴課広報公聴課））））    

区が発行する冊子（30 ページ）です。区のあら

ましや政策、その成果がわかりやすく説明され

ています。地形、人口、交通、産業、区の歴史、

区政運営など。区に転居されて来た方、小学

生・中学生のお子さんと区について調べる必要

（宿題？？）のある保護者の方、その他品川区

に興味のある方、参考になります。 

お問合せ：お問合せ：お問合せ：お問合せ：    

広報公聴課広報公聴課広報公聴課広報公聴課    ３７７１－２０００３７７１－２０００３７７１－２０００３７７１－２０００    

【支出】【支出】【支出】【支出】              （単位：円） 調査研究費調査研究費調査研究費調査研究費（調査・視察費・交通費等）（調査・視察費・交通費等）（調査・視察費・交通費等）（調査・視察費・交通費等）    28,310 研修費研修費研修費研修費（研修会参加費・交通費等）（研修会参加費・交通費等）（研修会参加費・交通費等）（研修会参加費・交通費等）    212,990 会議費会議費会議費会議費（会議開催経費・参加費等）（会議開催経費・参加費等）（会議開催経費・参加費等）（会議開催経費・参加費等）    0 資料費資料費資料費資料費    ((((書籍・新聞・雑誌・資料購入費等書籍・新聞・雑誌・資料購入費等書籍・新聞・雑誌・資料購入費等書籍・新聞・雑誌・資料購入費等))))    64,219 広報活動費広報活動費広報活動費広報活動費（広報印刷費・送料・交通費）（広報印刷費・送料・交通費）（広報印刷費・送料・交通費）（広報印刷費・送料・交通費）    389,164 事務費事務費事務費事務費（事務用品機器購入費・（事務用品機器購入費・（事務用品機器購入費・（事務用品機器購入費・HPHPHPHP 維持費等）維持費等）維持費等）維持費等）    604,462 人件費人件費人件費人件費    ((((政務調査活動補助アルバイト代等政務調査活動補助アルバイト代等政務調査活動補助アルバイト代等政務調査活動補助アルバイト代等))))    410,820 

合合合合計計計計    1,709,965 

▽▽▽▽26262626 年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額    議会費…『政務議会費…『政務議会費…『政務議会費…『政務活動活動活動活動費』は、費』は、費』は、費』は、    

19191919 万円×万円×万円×万円×12121212 ヶ月×議員数（ヶ月×議員数（ヶ月×議員数（ヶ月×議員数（40404040 名）＝名）＝名）＝名）＝9120 万円    

☆平成 19年からこの『区政報告』の中

で政務活動費の項目別支出額の公開

をさせていただいております。なお区

議会 HP でも収支報告を公開していま

す。ご覧下さい。 

 

【収入】【収入】【収入】【収入】平成平成平成平成 25252525 年年年年 7777 月～月～月～月～26262626 年３月年３月年３月年３月    

政務政務政務政務活動活動活動活動費費費費：：：：    

（（（（19191919 万円×万円×万円×万円×9999 ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）    

1,710,0001,710,0001,710,0001,710,000 円円円円    

注：平成 25 年度は、7 月から個人に交付を受け

ました。26 年度は、4 月から交付されています。 

◇新議会がスタート！ 

区議会は、５月から新しい体制になります。 

5/27 に区議会臨時会が行われ、新たな議会の

議席、各委員会のﾒﾝﾊﾞｰなどが決まりました。 

○常任委員会－総務・区民・厚生・建設・文教 

○特別委員会－行財政改革 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進（新設） 

【議会の予定】 

 6/9～ 常任委員会 6/26～ 第２回定例会 

☆私は、昨年度と同じく文教委員会（保育園・幼

稚園、小中学校教育、青少年育成などを調

査）に所属します。今年度もがんばります！ 

 


