☆☆ 品川区イズ ☆☆
選挙立候補には供託金が必要…
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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

2016（平成 28）年の幕が開
きました。議員として９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。
特に、昨年 4 月に投開票
が行われた品川区議会議員選挙におきまして、
多くの皆さまのお力を頂戴して、５５５１．２４７
票という前回選挙（5232 票）を上回る大変多く
の票をいただき、２位（１位と５８票差）で当選す
ることができました！！選挙中は、多くの激励、
選挙後には、祝福のお言葉を頂きました。皆さ
まの温かいご支援を決して忘れません！
また、朝、駅頭で、あるいは、街中で「応援
しているよ！」「『しんじ新聞』、読んでるよ！」
とお声をかけていただき、活動の元気の源とな
りました。時には、「しっかり仕事しろよぉ！」とい
う厳しいご指導をいただくこともたくさんあり
ました。本当に有難うございました！！
議員 10 年目（３期目）の今年も頑張ります！！
◇◆ご存知ですか？◆◇

☆政治家の行為で
禁止事項を一部ご紹介します（公選法上）
・選挙区内の方に年賀状などの挨拶状等
を出すこと（一部の形式を除き禁止）。
☆そのため年賀状をいただいた品川区
内の方々には大変失礼をしておりま
す。ご無礼をお許し下さい。

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。

選挙に立候補するには、一定額の現金
（国債証券も可）を法務局に供託（きょうた
く）しなければいけません。この供託金は、
選挙で一定の得票数に達しない場合などに
没収されます。今年は、７月に参議院選挙が
予定されています。①選挙区（東京選挙区
は、定数６）、②比例代表、それ
ぞれの選挙の供託金の額は？
Ａ600 万円 Ｂ300 万円
Ｃ100 万円 Ｄ60 万円
Ｅ30 万円 ◎難易度☆☆☆☆

引き続き、待機児童対策をはじめとする
子育て支援、高齢者福祉、災害対策のさら
なる整備、商店街・中小企業支援など、区
民ｻｰﾋﾞｽの一層の充実 を目指して 参 り ま
す。そのための安定した財政確立には、行
財政改革を進める必要があります。
今後とも初心を忘れず、次世代に負担や課
題を先送りしない、責任ある
区政の実現に向けて、地元
品川区の皆様のために議員
活動を一生懸命、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。
そして、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
させていくこと」をお約束します。
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、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の
で、申し訳ありませんが控えさせて頂きま
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

ちょっとした話ながわ
≪区民の税負担の状況≫
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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』をお届けいた
します(送料は当方で負担します)。
◇元日の各紙社説の見出し◇

▽朝日新聞
「分断される世界
連携の再生に向き合う年」

▽日本経済新聞

「日本経済 生き残りの条件
新たな時代の「追いつき追い越せ」」

▽毎日新聞

「民主主義 多様なほど強くなれる」

▽読売新聞

「世界の安定へ重い日本の責務
成長戦略を一層強力に進めたい」

▽産経新聞

「再生に向かう力の結集を」

▽東京新聞

「歴史の教訓を胸に」
☆2016 年は、「国際紛争」「分断」「対ﾃﾛ」
などのｷｰﾜｰﾄﾞが多く、2015 年も「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。ここ数年、
国際政治・経済に関する主張が目立
ちます。国内に関しては、安定、景
気、分岐点などのｷｰﾜｰﾄﾞが多い。
今年も未来と希望ある社会作り
を品川区政においても目指します

平成 26 年度の財政状況が発表されました
(平成 26 年度決算 広報しながわ 27/12/21 号)。
◇特別区税－区民の皆さんが区に納める税金
平成 26 年度の決算額
⇒438 億 2095 万円
これは、歳入（区の収入）全体の 30.5％
☆区民１人あたりの負担額 115,948 円
（赤ちゃんも含めます）
つまり１年間に 115,948 円納めて頂いています
☆１世帯あたりの負担額は、209,583 円
◎区民の皆様の貴重な税金です。徹底
した行財政改革を進めてまいります。

ズ
◇女性リーダー増やす際の障害は… ◇
保育や介護 支援不十分 都世論調査
都の男女参画に関する世論調査で、女
性の半数以上が、保育や介護、家事など
での夫ら家族の支援や、保育・介護の公
的ｻｰﾋﾞｽの不十分さを挙げた。
女性ﾘｰﾀﾞｰを増やす際の障害は、全体の回答では公
的ｻｰﾋﾞｽ不足（50％）、家族の支援不足（49％）、長時
間労働（40％）の順。「上司・同僚・部下となる男性
や顧客が女性ﾘｰﾀﾞｰを希望しない」との答えは女性
46％に対し、男性 28％と男女間の認識の違いがあっ
た。また、女性が増えるといいと思う職業は、国会・
地方議員（51％）・企業の管理職（47％）・首長（44％）
の順。参考：12/31 東京新聞他
クイズの答え ：①Ｂ300 万円
②Ａ600 万円。衆議院比例代表
600 万円、衆議院小選挙区・都
道府県知事選 300 万円、区長選
100 万円、区議選 30 万円です。

◇1/11(月・祝) 成人式 テーマは、
『二十歳だﾖ！全員集合！
＃きゅりあん ＃品川区 ＃ゆとり世代』
☆11 時～。新成人が実行委員で式典等を
企画。ｲﾍﾞﾝﾄが盛りだくさんです。小中
学校時代の先生とお話もできます。品川
区立総合区民会館「きゅりあん」
（大井
町駅前）で。対象：約 2500 人。平成７
年 4/2～８年 4/1 生まれの方々です。
◎予算額 613 万円
◇1/16（土）
みんなで遊ぼう！第３回ｽﾎﾟｰﾂ交流会
戸越体育館（豊町 2-1-17）
※東急大井町線戸越公園駅徒歩 7 分
13 時 30 分～16 時 30 分（受付：13 時
15 分から）途中入退場自由です。
☆ﾘｽﾞﾑ体操・卓球ﾊﾞﾚｰ・ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ・ﾊﾞﾄﾞﾐ
ﾝﾄﾝ・風船ﾊﾞﾚｰ・ｽﾄﾗｯｸｱｳﾄ等、体験できま
す♪～ 参加費 100 円（保険代含む）、
運動できる服装・ﾀｵﾙ･体育館ｼｭｰｽﾞ持参で
◇1/23（土）・24（日）10～17 時

「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」
☆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
毎年恒例です♪～
会場の様子
◎予算額 531 万円

・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

