☆☆ 品川区イズ ☆☆
月額 ９２２，０００円

No.

区長・副区長（この２つは特別職といい
ます）の給料、区議会議員の報酬は、一般の
区役所職員の給料とは別の仕組みです。
さて、月額 922,000 円を支給されているの
は？

383

2016 年 2・3 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

28 年度 品川区予算額

1679 億円

区民 1 人当りの歳出額⇒45 万 1246 円
（品川区の人口：約 37 万 8000 人）
品川区の 28 年度予算案は今議会に提出さ
れ、3/1 から審議いたします。他区の予算案も
各区議会で審議されます。今号は、他区の予
算案の一部をご説明します。昨年度同様に各
区とも子育て支援・高齢者向け、五輪、防災対
策施策を重点課題としています。特色ある施
策を中心に一部の区をご説明します。
◎は、施策の予算額です ☆私のコメント
予算額：2730 億円
1 人当り 40.5 万円
人口：約 67.4 万人

◇奨学金の返済 半額免除
区の貸付型奨学金（高校・大学、現行：
全額返済）について、一定の条件を満
たした利用者を対象に貸した金額の半
額を返済免除。卒業後に返済に追われ
る若者を減らす目的。区内の若者 20 名対象で
最大 1 人百万円の返済免除。
◎225 万円

予算額：824 億円
1 人当り 39.7 万円
◇小中学校体育館に空調 人口：約 20.7 万人
小学校 17 校・中学校 8 校体育館にｽﾎﾟｯﾄ型
空調設置（ﾘｰｽ）◎ﾄｲﾚ洋式化等含め 21 億円

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。

①区長
②副区長
③区議会議員
④区議会議長
⑤区議会副議長
（④⑤は区議会議員から選出）
◎難易度☆☆☆☆☆

予算額：1719 億円
1 人当り 31.4 万円
人口：約 54.7 万人
◇多子世帯 子育て支援
国の政策（年収 360 万円未満世帯の第 3 子以降
の保育料無償化）を拡大し、年収区分を 730 万円
未満に引き上げ、さらに優先的に保育所に入園で
きるようにする。◎985 万円
予算額：2308 億円
1 人当り 33 万円
人口：約 68 万人
◇23 区初 大型ＳＣに期日前投票所
今夏の参院選から選挙年齢が 18 歳に引き
下げられることから大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞ
ｰ葛西店）内に期日前投票所を設置。◎324 万円
☆投票率向上に貢献する施策。品川区でも！
予算額：1453 億円
1 人当り 44.3 万円
人口：約 32.7 万人
◇高層ﾏﾝｼｮﾝ防災対策
おおむね 10 階以上のﾏﾝｼｮﾝを対象に、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
やﾗｲﾌﾗｲﾝが止まる事態や長周期地震動への備え
がどの程度進んでいるかを調査し、2017 年度に
防災ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを作成。防災倉庫を備える場合の指
針も作る。☆孤立の可能性が高く、大切な施策です

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

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』をお届けい
たします(送料は当方で負担します)。
予算額：1801 億円
1 人当り 40 万円
人口：約 45 万人
◇都内初 液状化対策 費用助成
都の液状化予測図で、大震災が発生すると
区内のほとんどの地域で液状化の恐れがあ
る。地盤調査費（30 万円まで全額補助）・
対策工事費（1/2,上限 90 万円）補助◎3400 万円
◇漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」のｷｬﾗｸ
ﾀｰの銅像設置（JR 亀有駅南口、15 体目）
予算額：1886 億円
1 人当り 38.2 万円
人口：約 49.3 万人
◇区内全公衆便所に洋式ﾄｲﾚ
外国人観光客のため、2019 年度までに区内全公
衆便所に洋式ﾄｲﾚを設置。◎1603 万円（20 ヶ所分）
☆洋式ﾄｲﾚついては、豊島区が、公立小中学校の全
てのﾄｲﾚを洋式にするために 3 年間で 13 億円を
改修にあてます（今年度は 5 億円計上）。

ちょっとした話ながわ
◇戸籍住民課窓口 混雑中
現在ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰのお問い合わせもあり、窓口が大変
混雑しています。特に月曜日と金曜日および日曜
日が混雑します。時間帯では、正午から午後 3 時
頃までです。比較的空いているのは午前 8 時 30
分～午前 10 時頃までの時間帯です（区 HP より）
【待ち時間の目安】▽住民票、印鑑登録証明書
の発行：20～30 分 ▽住所変更（転入、転出、
転居）:80～120 分 ☆地域ｾﾝﾀｰやｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ
で手続き可能なものもあります。【お問い合わせ】
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞか戸籍住民課住民票係（03-5742-6660）

平成 28 年第１回定例会が
開会中です。
2/17-19
本会議： 各会派の代表質問
議員の一般質問
2/22～25 常任委員会・特別委員会
3/1～ 16 ☆予算特別委員会（議員 39 人で構成）
平成 28 年度の予算案を審議。
連日約７時間の会議です（！）
3/23
本会議：議案を採決して閉会
予算額：2025 億円
1 人当り 37.2 万円
人口：約 54.4 万人

◇高島平地区 活性化計画
区内世帯の約 1 割が暮らし、高齢化率が 4 割
に迫るﾏﾝﾓｽ団地を抱える高島平地区活性化のた
め、町会・商店街・地元大学等で「高島平ﾃﾞｻﾞｲ
ﾝｾﾝﾀｰ」を設立し、20～40 歳をﾀｰｹﾞｯﾄにし
た街づくりの基本構想作成。◎2000 万円
☆品川区の八潮地区も高齢化率が区内ﾄｯ
ﾌﾟです。このような施策を求めていきます。
予算額：1283 億円
1 人当り 40.5 万円
人口：約 31.6 万人
◇無料学習支援 300 人に拡大
就学援助世帯（約 340 世帯）の中 3 生が学習
塾の講師による指導を無料で受けられる
学習支援事業を最大 300 人まで拡大。全
日制都立高校への進学を目標とし、区
内 2 カ所で週一回程度開く◎2800 万円
☆また、放課後や夏休みの補習にも取り組める学
習指導員を全ての小中学校に配置。授業以外の
学習指導に力を注いでいます。 ◎6655 万円

中央区 一般会計予算額:950 億円
1 人当り 68.8 万円
◇「観光情報ｾﾝﾀｰ」設置
銀座線京橋駅再開発ﾋﾞﾙに設置。2020 年五輪
で来訪者の増加に対応。
◎2 億 8685 万円

台東区一般会計予算額:968 億円/１人当り 51 万円

◇浅草 観光ﾊﾞｽ駐車予約制に 混雑解消へ
クイズの答え：④議長です。①区長 1,146,000
区営駐車場にｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの予約ｼｽﾃﾑを導入。
円、②副区長 920,000 円 ◎退職金は、1 期ごと
観光ﾊﾞｽ乗降場所利用も予約制に変更。☆路上駐
に ①給料×在職年数（4 年）×4.8、
車のﾊﾞｽが歩行者の通行の妨げでした◎8200 万円
②給料×在職年数（2 年）×3.4
月・水 ＪＲ大井町駅前
※区議会議員③～⑤に退職金はあり
火 京急青物横丁駅前
ません。③区議会議員 605,000 円
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
⑤区議会副議長 789,000 円 ◎期末
◎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
手当（ﾎﾞｰﾅｽ）は、①～⑤とも 3.17
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00-9:30 頃
ヶ月分です。しっかり仕事をします！

朝、駅前にいます！

