☆☆ 品川区イズ ☆☆
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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

区では、例年成人の日に式
典を開催しています。2013 年の
成人式は、大雪の中でした。来
年 1/11 に開催される式典の対象
となる新成人は、1995 年(平成 7 年)4/2 から
1996 年(平成 8 年)4/1 生まれの方々です。1995
年生まれの方が小学校に入学した 2002 年、
新学習指導要領が適用され、完全学校週５日制
が始まりました。さて、この世代は、何世代と呼
ばれるでしょうか？
◎難易度 ☆☆☆
◇2015 年の品川区政を振
り返ります！
【 】予算額☆私のコメント

４月・「空き家等の適正管理等に関する条例」
施行 ☆防災上適切な管理にむけて。
６月・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末を使った窓口通訳ｻｰﾋﾞｽ開
始 ☆外国人向けです
【358 万円】
７月・「公共の場における客引き行為等の防止
に関する条例」施行
☆五反田駅周辺が対象です
11 月・品川区の魅力を発信するｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮ
ﾝ「わ！しながわ」ｽﾀｰﾄ【2018 万円】
・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ発送開始
・日曜開庁利用者 20 万人到達

４月・教育総合支援ｾﾝﾀｰ開設
☆学校教育に関する相談・対応の窓口
の一本化（教育文化会館内、西五反田）
・「子育て支援特集号」（広報しながわ
4/21 号）発行☆毎年発行されます。
妊娠中・０歳～18 歳までの相談、助
成、預かり、子育て等がわかります！
【広報発行 1 億 2618 万円（39 回/年）】
５月・小中一貫校日野学園開校 10 周年
☆平成 18 年、第二日野小と日野中を
母体とし、全国初の施設一体型小中一
貫校として開校。↗

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： 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。

３月・「しながわ健康ﾌﾟﾗﾝ 21」策定
◎難易度☆☆☆☆
８月・「支え愛・ほっとｽﾃｰｼｮﾝ」新設
☆大崎第二地区、大井第二地区へ。
高齢者の身近な相談窓口です
10 月・体育の日ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ実施
☆区内 62 カ所。昨年度から開設。
11 月・ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝと高齢者等地域見守り
ﾈｯﾄﾜｰｸに関する協定締結

↗28 年 4 月から６つの一貫校は義務教育
学校となります。
６月・第 1 回総合教育会議開催
☆区長と教育委員会の連携強化目的
９月・幼保一体施設「御殿山すこやか園」開園式
10 月・子どもの体力向上推進「ｽﾎﾟｰﾂﾄﾗｲｱﾙ」
を各校で開始
☆種目＝縄跳び、ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ、
ﾌﾗﾌｰﾌﾟ等、目標を設定。
11 月・「ﾈｳﾎﾞﾗﾈｯﾄﾜｰｸ事業」ｽﾀｰﾄ

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

ちょっとした話ながわ
◇品川区職員の給与 参考：
『広報しながわ 12/1』
☆職員数 2,549 人 一般行政職 1303 人、福祉職（保
育士等）705 人、幼稚園教諭等 46 人他
☆１人当たり給与費
621.8 万円（含：ボーナス等）
発行者 高橋しんじ
①一般行政職
平均年齢
42.1 歳
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
平均給与月額
459,236
円
Tel ０３‐５７４２－６８６２
☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ ②初任給 一般行政職（23 区共通です）
大学卒程度 181,200 円（国家公務員と同額）
☆ご希望の方に『区政報告』をお届け ③経験年数別・学歴別平均給料月額（除：ﾎﾞｰﾅｽ）
15 年
20 年
いたします(送料は当方負担します)。 《一般行政職》経験 10 年
大学卒 266,582 円
316,158 円 356,500 円
④期末手当（2.6 ヶ月）・勤勉手当（1.6 ヶ月）
1 人当り平均支給額 148 万円
☆１年間、ご愛読ありが
とうございました。毎週
の 温 かい 激 励 、本 当に
元気を頂きました！
来年もガンバリます!！

３月・観光情報ｻｰﾋﾞｽ「しながわ
巡り」ｱﾌﾟﾘｽﾀｰﾄ
４月・20％ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付区内商品券販売
☆区はﾌﾟﾚﾐｱﾑ分１億６千万円助成。
８億円分、９日間で完売！秋は３億。
・「暮らし・しごと応援ｾﾝﾀｰ」を区役所内
に開設
【4690 万円】
☆生活困窮者自立支援相談窓口です
６月・大崎に品川産業支援交流施設“SHIP”
ｵｰﾌﾟﾝ
☆ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業等支援 【6875 万円】
７月・大井町駅前に無料Ｗｉ-Ｆｉｽﾎﾟｯﾄ整備
11 月・大崎駅西口ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ整備完了
☆国内他都市とを結ぶ高速ﾊﾞｽ発着

２月・国道 15 号線（第一京浜国道）徒歩帰宅者支
援対策協議会が実地訓練実施
３月・区職員８人を震災被災地へ継続派遣
☆岩手県宮古市へ４人派遣。４年目。
５月・台風６号で水防本部設置
６月・浜川小学校・大井第一地域ｾﾝﾀｰ・南大井文
化ｾﾝﾀｰが火災時の対応で大井消防署か
ら感謝状授与
☆南大井 4 丁目の火災時に適切な避難。
※全小中学校で非構造部材（体育館の
天井・照明等）の耐震化工事実施

（2014 年 12 月・衆議院議員選挙）
４月・区議会議員選挙
【１億 8012 万円】
☆投票率は、40.08％
10 月・国勢調査実施
☆2000 人以上の調査員・358 人の指導
員（区職員）が従事。ﾈｯﾄ回答が可能に。
【２億 111 万円】
11 月・浜川砲台復元 完成披露式典
☆700 万円以上の寄付に
より、新浜川公園（東
大井 2 丁目）内に復元
（←区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより）
クイズの答え：ゆとり世代 諸説あり
ますが、この期間に学校教育を受けた
世代は 1987 年 4/2～2004 年 4/1 生れ
（1987 年度～2003 年度生まれ、現在
12～28 歳）。学校での指導内容が削減
されたといわれています。

４月・「英語少し通じます商店街」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
☆商店街で外国人が買い物する実践講座
５月・2020 東京五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進本部会
議開催
6・7 月・小学生中学生向け国際人育成ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ開催 ☆異文化理解【214 万円】
８月・中学生対象ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｷｬﾝﾌﾟ（ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄの
いらない英国へ短期留学） 【243 万円】
９月・「ﾎｯｹｰﾌｪｽﾀ」「ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ体験」開催
☆ともに区内開催の種目です
新年は、1/7（木）にスタート予定です

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前
◎『区政報告』をお配りしています。
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

