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品川区に住みたい理由？？

No.

335

2015 年 1 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

2015（平成 27）年の
幕が開きました。
議員として８年目の昨
年も本当に多くの方々
に励ましていただきま
した。朝の駅頭で、また
は、街中で「応援している
よ！」「『しんじ新聞』、読んでるよ！」とお声を
かけて頂き、活動の元気の源となりました。
時には「マジメに仕事しろよぉ！」という厳
しいご指導をいただくこともありました。本
当に有難うございました！！
区の歳入も現在は、安定していますが、今
まで以上に「ムダを削減」し、「行財政改革」を
進める必要があります。さらに、大震災の教
訓を風化させず、災害対策を進める必要があ
ります。待機児童対策をはじめ子育て支援、
高齢者福祉も待ったなしです。
初当選時からのモットーであ
る「常に現場を重視し、現場で
皆様のお声を聞き、現場の状況
を自分の目で見て、区政に反映
させていく」を忘れ
ずに取り組んで参ります。

2014 年に区では、区民の意識等を把握
し、今後の施政の参考とするために世論調査
を実施しました（２年に１度）。さて、これ
からも品川区に住みたい方々（90.9％）の理由
として回答率の高い順に並び替えて下さい。
（※選択肢は全部で 12 ありました）
①近所との付き合いがうまくいってるから
②交通の便が良いから
③土地になじみや愛着があるから
④まちの雰囲気が好きだから
⑤子どもを育てやすいから
◎難易度 ☆☆☆☆

◇◆今年は、統一地方選の年です◆◇
◇◆
☆品川区議会議員選挙は、４月 26 日（予定）
激戦が予想され、私も大変難しい状況です
４年任期のラストである今年、一層気を引
き締めて議員活動に取り組んで参ります！
☆投票率の低下が大きな課題
となっています。品川区の未
来は、皆さんの貴重な一票で
創られます！
「品川区 その一票で動き出す」
本来であれば、ここで年始のご挨拶を申
し上げるところですが、選挙区内の有権者の
皆様に対して、年賀状その他で年始のご挨拶を
行うことは、公職選挙法で原則禁止となってお
ります。申し訳ありませんが控えさせて頂き
ます。
昨年は、国会議員、地方議員の不祥事が
相次ぎ、現在も有権者の皆様の議員（政治家）
に対する評価は、大変厳しいものがあります。
今後とも初心を忘れず、地元の皆様のた
めに一生懸命、全力で努力をして参ります。
引き続きご指導、ご支援を賜りますよう宜
しくお願い申し上げます。

高橋しんじプロフィール

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
☆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。

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』（22
（22 年 12 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

ちょっとした話ながわ
≪区民の税負担の状況≫

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

４階

☆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(郵
送他)
送他)いたします。ご連絡ください。

平成 25 年度の財政状況が発表されました
(平成 25 年度決算 広報しながわ 12/21 号)。
◇特別区税－区民の皆さんが区に納める税金
平成 25 年度の決算額
⇒420 億 4412 万円
これは、歳入（区の収入）全体の 31.9％
☆区民１人あたり
１人あたりの年間負担額
114,129 円
１人あたり
（赤ちゃんも含めます）
つまり１年間に 114,129 円納めて頂いています
☆１世帯あたり
１世帯あたりの年間負担額は、207,466
円
１世帯あたり

◇元日の各紙社説の見出し◇
朝日新聞

ズ

「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ時代の歴史
『自虐』や「自尊」を超えて」

◇保育士昇給 都が負担へ
保育所の「待機児童ゼロ」の壁となっている保育
士不足に対応するため都は、保育士の勤務経験や能
力に見合った賃金ｱｯﾌﾟを公金で負担する新制度を導
入する方針を決めた。民間の保育ｻｰﾋﾞｽ事業者を対
象に昇給原資を助成。15 年度から予算規模 90 億円
でｽﾀｰﾄさせる。 都のﾓﾃﾞﾙｹｰｽでは、保育
士１人につき都が月額約２万円を負担する。
国の補助と合わせると、賃金は３万円程度
ｱｯﾌﾟする計算。☆保育士不足は深刻な問題で
す。区としても対策を！ 参考:12/26
参考:12/26 読売新聞

日本経済新聞
「戦後 70 年の統治の
かたちづくりを」

毎日新聞
「日本と東アジア
脱序列思考のすすめ」

読売新聞
「日本の活路を切り開く年に
成長力強化で人口減に挑もう」

産経新聞
「覚悟と決意の成熟社会に」

◇1/
1/12
1/12(
12(月・祝)
月・祝)11 時～

東京新聞
「戦後 70 年のルネサンス」

成人式

イベント情報
イベント情報

テーマは、『20 年分の
ありがとう ～しながわっ
子 羽ばたきます！～』
☆新成人が実行委員で式典等を企画する形式が定
着。ｲﾍﾞﾝﾄが盛りだくさんです。懐かしい小中学
校時代の先生とのお話も出来ます。
会場：品川区立総合区民会館「きゅりあん」
会場
対象：平成６年
4/2～７年 4/1 生まれの方々。
対象
約 2500 人
◎予算額 628 万円
私も元気いっぱいの新成人の方々にお会いする
ため出席します♪～
◇1/
1/31
・2/1
時
1/31（土）
31（土）
・2/1（日）
2/1（日）10～17
（日）

☆「戦後 70 年」「国際的な
枠組みの変化」「秩序の再
構築」…、がｷｰﾜｰﾄﾞでした。
社説なので国際的な（外交的）な話題が多
いのは仕方がないかもしれません。しか
し、外交とは別に、国内の生活に密着した
課題と戦後 70 年を超えて進むべき方向に
ついて詳しく述べている社説が少ないの
が気になりました。
☆今年も品川区政における
品川区政における明るい
品川区政における明るい未来
明るい未来の実
未来の実
現を目指して
目指して参ります。
参ります。

「伝統の技と味 /しながわ」展
品川区立総合区民会館「きゅりあん」７階
☆品川区伝統工芸保存会による実演・展示、
味の店による実演・試食・販売など（写真）。
毎年恒例です♪～
◎予算額 536 万円
クイズの答え：
クイズの答え：理由のトップ３は、
② 交通の便～80.6％⇒③
③ 土地にな
じみ～54.0％⇒買い物に便利だか
ら 53.9％でした。他は、④
④まちの雰
囲気～26.6％、①
① 近所つきあい～
19.1％、⑤
⑤子どもを～11.0％
☆世論調査予算額
世論調査予算額 414 万円

和裁の様子

月・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 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。
『区政報告』
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

