第１節

☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇品川区の高齢化率

No.

区の高齢化率（65 歳以上の人口比率）は、
他自治体と同様に上昇しています。区全体で
は、21.07％です。約５人に１人が 65 歳以上
の方です。区の５地区を高齢化率の高い順に
並べて下さい。
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①品川
④荏原

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

②大崎
⑤八潮

③大井

高橋 しんじ

区では、区民の区政への意識や意向を
的確に把握するために、２年に一度、世
論調査を実施しています（昨年７月に実
施）。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで内容が公開されていま
す。今号は、その中の『防災について』に
関する質問結果の一部をご報告します。

Ｑ：今後充実すべき防災対策は？
Ａ：（１）自助（自らが備えること）・共
助（近隣が助け合って備えること）
防災用品の
備蓄

家具の転倒・
落下防止
５８．４％

７８．４％

家屋などの
耐震診断・
耐震補強
３６．８％

その他 3.2％
特に必要ない
6.5％

（２）公助（国や自治体の支援）
様々な情報
発信

６６．８％

火災延焼防止
のための木造密
集地域対策
52.5％

☆これらの充実を区に求めて参ります

高 橋しんじ 事 務所
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：
検索

品川区 高橋しんじ

☆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。

◎難易度

防災訓練や起震
車などによる地域
や避難所ごとの防
災普及教育
45.8％

☆☆☆☆
☆☆☆☆

その他 3.2％
特に必要ない
6.5％

Ｑ:防災に関して既に行っていることは？
Ａ：
◎防災用品の備蓄
65.8％
・指定されている避難所
47.2％
（学校等）を確認している
・広域避難所を確認している
30.6％
・勤め先や学校の避難訓練に
29.9％
参加したことがある
・消火器による消火訓練をし
28.9％
たことがある
・災害時、家族の集合場所や
25.1％
連絡方法を決めている
・応急救命講習（AED 講習含）
23.2％
を受けたことがある
●地域の防災訓練や避難訓練
15.4％
に参加したことがある
☆備蓄している防災用品は、懐中電灯・飲料
水・食料・携帯ﾗｼﾞｵ・医薬品
などです。防災訓練等への参加
がとても少ないことが課題です。

高橋しんじプロフィール

平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58票差）のご支持を頂き、現在３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 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232
票（１位）。

『議員力検定１級』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

ズ
◇待機児童、川崎市ゼロ、横浜市 8 人
発行者 高橋しんじ
〒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。

川崎市は、4/1 時点の待機児童がｾﾞﾛだったと
発表。統計のある 2000 年度以降で初。2010 年度
は千人を超えていたが、認可保育所を増やす一
方、横浜市との市境で保育所の共同整備や広域入
所の協定を結ぶなど対応を強化していた。（5/8
5/8
都政新報）横浜市は、4/1
時点で待機児童が 8 人
都政新報
に上ったと発表。昨年に比べ 12 人減ったが、2
年連続で待機児童ｾﾞﾛを達成できなかった。保育
所等の定員を大幅に増やしたが、利用申請者数が
過去最多となり、受け入れきれなかった。（5/1
5/1
日経）☆品川区は、待機児童数をまだ正式発表して
日経
いません。大幅増加が予想されます。対策を求めます

ちょっとした話ながわ
◇運動会・体育祭の季節です！
春の運動会シーズンです。お近くの小中学校
の運動会をご覧になるのも楽しいです♪
◎運動会の予定（一部）
5/23（土）山中小学校、浜川中学校
5/24（日）品川学園（小１～６）
5/30（土）鮫浜小学校、鈴ヶ森中学校、
東海中学校、伊藤学園
6/6（土）鈴ヶ森小学校、大井第一小学校、
日野学園
6/13（土）八潮学園
注 必ず受付をお通り下さ
い。関係者以外は、見
学できない学校もあり
ます。ご注意を。

◇品川区、女性管理職の割合は？
東京 23 区全体の女性管理職割合は、15.7％。
▽ベスト３ (女性管理職/管理職数)
①荒川区 27.4％（20/72）
②新宿区 22.5％（27/120）
③品川区 22.2％ （16/72）
▼ワースト３
①江戸川区 6.3％（5/80）
②葛飾区
7.8％（8/102）
③中央区
10.3％（7/68）
☆管理職（課長以上）、多忙です。男性女性に関わ
らず、体調に気を付けて頑張って下さい！

平成 26 年度政務
年度政務活動
政務活動費収支報告
活動費収支報告

組体操：鈴ヶ森中（昨年）
【支給額】
支給額】26 年 4 月～27
月～27 年 3 月分（単位：円）

政務活動
政務活動費
活動費
☆1 期目の平成 19 年から『区政報告』の中で政務
2,280,000
（19 万円×12
万円×12 ヶ月）
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。今後も適切な支出をお約束します。
【支出額
【支出額】
政務活動費は、
政務活動費 「調査研究その他の活動に資す
28,501
るため」に交付されます。品川区議会では、
423,836
条例を定め、適正な運用（経費の範囲等）、透
8,800
明性の向上に努めています。
101,430
・一人当たり月額 19 万円×12 か月＝228 万円
605,922
･政務活動に関係のない支出（例：飲食費等）は、
できません。また、領収書は、1 円の支出か
871,149
ら提出する必要があります。
240,250
･使途は、議長や区議会事務局のﾁｪｯｸ
2,279,888
合
を受けています。
※しんじ新聞 319 号で政務活動費特集をしています
▽政務活動費（
政務活動費（27
政務活動費（27 年度予算額）
228 万円×区議会議員 40 人＝9120
人＝9120 万円
【お詫び】 研修会に出席のため、5/28～6/3 まで
『しんじ新聞』の配布をお休みいたします
クイズの答え：
クイズの答え：⑤八潮 29.0％⇒④荏
29.0％⇒④荏
月・水 ＪＲ大井町駅前
原 22.5％⇒①品川
22.5％⇒①品川 20.8％⇒③大井
20.8％⇒③大井
火 京急青物横丁駅前
20.0
20.0％⇒②大崎
.0％⇒②大崎 16.8％
16.8％ （数字は、
◎『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
平成 26 年 6/1 現在） ☆2025 年には、
◎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
団塊の世代が 75 歳以上に達し、区で
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
☆ 各 7:00-9:30 頃
も４人に１人が 65 歳以上となると予測
されます。あと 10 年、大きな課題です。

（単位：円）

調査研究費（調査・視察費・交通費等）
研修費（研修会参加費・交通費等）
会議費（会議開催経費・参加費等）
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)
広報活動費（広報印刷費・送料・交通費）
事務費（事務用品機器購入費・HP
（事務用品機器購入費・HP 維持費等）
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)
計

朝、駅前にいます！

