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第１節

◇「費用弁償」って？
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※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています
高橋 しんじ

☆品川区では、開催に向けて、様々な事業に
取り組んでいます。区議会でも 2014 年度
から『ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進特別委員
会』を設置して、区の取り組みについて審
議しています。
今号では、品川区の取り組
みの一部をご報告します。
効果を検証しながら進め
ることを求めてまいります。
◇大会概要
平成 32（2020）年
東京五輪
7/24（金）-8/9（日）
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
8/25（火）-9/6（日）
◎品川区内競技会場
ﾎｯｹｰ
大井ﾎｯｹｰ競技場（八潮 4 丁目）
☆大井ふ頭です。ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ（視覚
障害者 5 人制）もここで開催します
ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ 潮風公園（東八潮 1･2 丁目）
☆船の科学館の近くです
◇品川区内体制
推進本部設置 本部長：区長
委員：部長級職員
文化ｽﾎﾟｰﾂ振興部
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備課
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当新設
☆区の組織を変更して新設しました
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☆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。

「費用弁償（ひようべんしょう）」とは、
地方議会の議員が議会や委員会などに出席
したときに 1 日ごとに自治体が支払う旅費で
す。金額は自治体ごとに条例で定めていま
す。さて、品川区議会では、いくら支払われ
ているでしょうか。議会で減額あるいは廃止
等の検討が行われてきましたが、支給されて
きました。
①登庁（通勤）にかかる実費
②10000 円 ③5000 円
④3000 円
⑤2000 円
◎難易度 ☆☆☆

Ⅰ 周知事業
・ﾎｯｹｰﾌｪｽﾀ実施 9/26（土）
ﾎｯｹｰ体験、ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ選手
練習試合観戦、ﾎｯｹｰ教室実施
・ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ競技観戦ﾂｱｰ実施
5/5 ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ 7/12（日）ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
・障害者水泳大会実施
・出前体験教室 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ等

Ⅱ ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ体験事業
・体験ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 9/27（日）
区内児童対象：体験、交流等
・体験教室
すまいるｽｸｰﾙにﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ選手を迎え、
体験教室実施（２施設）

Ⅲ 青少年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ
・外国人と学ぶ しながわ新名所
一緒に区内を巡り、「おも
てなしﾎﾟｲﾝﾄ」を学ぶ
・外国人おもてなしデー
青少年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞや区
職員が、来訪する外国の
青少年などをもてなす「お
もてなしデー」の企画・運営を行う

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
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◇語学ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、都が本格養成
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☆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。

Ⅳ 英語少し通じます商店街ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
・実際に英会話講師や外国人等が店で英語
で買い物をする実践型の講座実施。各店
主は最低限のﾌﾚｰｽﾞで接客に挑戦。
平成 26 年度３ｴﾘｱ（８商店街）実施
☆立会川ｴﾘｱでも実施しました
平成 27 年度３ｴﾘｱ実施予定
Ⅴ 小中学校における英語教育の充実
◎ｶﾘｷｭﾗﾑの見直しを行い、英語に
よるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を身に付け
た、国際社会におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
に活躍できる人材育成を進める。
・小学校英語の新ｶﾘｷｭﾗﾑ実施
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成塾（５中学校）
英語授業を週 1 回（70 分）、年間 25 回
☆昨年度の課題の改善を求めます。

～7 月から無料講座、参加者募集～
都は、2020 年東京五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向け、外
国人観光客を手助けする「外国人おもてなしﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ」の無料育成講座を開く。19 年度までに 3 万
5 千人の育成を目指す。英検 2 級程度の人対象や
その基準に満たない人のｺｰｽがある。大会運営に
関わるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとは異なり、駅や街中で困ってい
る外国人に日頃から気軽に声をかけ、
手助けするのが役割。15 歳以上が
対象。◎都の予算
◎都の予算 1 億 7000 万円
詳細は事務局☎ 03-6869-2227 へ。

・中学生ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｷｬﾝﾌﾟ実施
福島県の施設（ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄのいらない英国＝
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾋﾙｽﾞ※）で実施
※英国文化に触れ、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会に通
用する人材育成研修施設
Ⅵ 品川ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ～体力向上～
・ｽﾎﾟｰﾂﾄﾗｲｱﾙによる運動への意欲づくり
全校共通の運動到達目標を設定、児童・
生徒個人や学校間で記録を競い合う
・ﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる授業支援
運動の専門的知識や技能を持つﾃｸ
ﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰがﾓﾃﾞﾙ校の体育の授
業に参加し、運動技能の向上を図る
・ﾜﾝﾐﾆｯﾂｴｸｻｻｲｽﾞによる基礎体力の増進
朝の時間や授業開始前、自宅等において
短時間で簡単にできる運動に日常的に取
り組む。
※ﾜﾝﾐﾆｯﾂ＝１分間

ちょっとした話ながわ
◇区民まつり
◇7/5（日）子どもｶｰﾆﾊﾞﾙ 開催
午前 10 時～午後 3 時（受付 2 時半まで）
南大井文化ｾﾝﾀｰ全館（南大井 1-12-6）
主催：品川区青少年対策
大井第一地区委員会
就学前の幼児や児童が楽しめる遊びがいっ
ぱいです。地域の中学生がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで大活躍
してくれます♪♪～
模擬店（100 円＝焼きそば、ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ、か
き氷等）、手作りｺｰﾅｰ、竹細工、
ﾋﾞｰｽﾞ細工、ｽﾄﾗｯｸｱｳﾄ（的あて
ｹﾞｰﾑ）、わなげ、中学生ｺｰﾅｰ
（中学生ｽﾀｯﾌのｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ）等。

昨年の様子（地域ｾﾝﾀｰ HP）より

クイズの答え：
クイズの答え：⑤2000 円 費用弁償
は「議員が無報酬の名誉職時代の名残
り」という説もあります。減額・廃止
を求めてきました。今区議会で実費の
みとする改正案が提出されます。②
10000 円は、都議会議員の１日当たり
の費用弁償です。

☆品川区では、地域ｾﾝﾀｰ（13 ヶ所）ごとに区民ま
つりを開催します。盆踊りあり、模擬店あり、と夏
の風物詩です。お近くの区民まつりへお出かけく
ださい。お住まいの場所がどの地域ｾﾝﾀｰのｴﾘ
ｱかは、区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等をご覧ください。
※どの区民まつりにもご参加できます。
◎27 年度予算額 1430 万円
【開催予定（一部）
】
大井第一地区：7/11
桜新道どおり
大井第一地区
八潮地区：7/18.19
八潮多目的広場
八潮地区
品川第二地区
：7/24-26 天妙国寺
大井第二・三地区
:7/25 西大井広場

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

