☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇都知事選終わる！
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2016 年 8 月

品川区議会議員
無所属

7/31 投開票の都知事選。品川区の投票率
は、60.05％でした。次の区の投票率を高い
順に並べ替えてください。
①品川区 ②新宿区
③文京区 ④江戸川区
◎難易度 ☆☆☆☆

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

総務省 HP より
品川区ＨＰより⇒

参議院議員選挙が 6/22～7/9（10 日投開票）
に、また、東京都知事選挙が 7/14～30（31 日投
開票）に行われました。選挙期間中は、政治活動
が制限されますので、駅頭での『区政報告』配布を
お休みさせて頂きました。
約 1 か月ぶりに『区政報告』配布を
再開いたします。ご愛読のほど、よろ
しくお願いいたします。

ちょっとした話ながわ
◇都内の日本人、5 年ぶり自然増

ふるさと
総務省が 7/13 に発表した人口動向調
査（1/1 時点）で都内では、日本人住民
/3 の「自然増減」（出生者数－死亡者数）
が 1450 人増と 5 年ぶりに自然増に転じた。
転入して出産・子育てする若い世代が増えて
いるのが要因。社会増（転入者－転出者）も
日本人だけで 84,714 人と全都道府県で最も
多かった。
参考：7/14 日経他
▽23 区自然増ベスト５
▽23 区社会増ベスト５
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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。

◇投票率（品川区）
・参議院選挙
東京選挙区選挙
57.61％（前回：平成 25 年 7/21 53.34％）
※全国では、54.70％（前回 52.61％）
・都知事選挙
60.05％（前回：平成 26 年 2/9 47.64％）
有権者 317,910 人 投票者 190,907 人
☆前回よりｱｯﾌﾟですが、約 40％の棄権は課題です
国内の総人口は、1 億 2589 万 1,742 人。
減少は、7 年連続で、前年からの減少
幅は、これまでで最大の 27 万 1,834 人。
東京への集中が加速している。☆品川区
でも人口増への対応策（保育園・学校等）を！

◇大井競馬場に認可保育園
品川区は、大井競馬場の駐車場（勝島１－6
－28）に来年 4 月に私立認可保育園（「えがお
の森保育園かつしま」仮称。定員 73 人）を開
園する。競馬場と道路をはさんだ第 3 駐車場の
一部を保有する「東京都競馬」が運営会社に賃
貸。区は、競馬場周辺で大規模ﾏﾝｼｮﾝの建設や
国家公務員住宅の建て替えが進み、保育需要が
さらに高まるとみている。参考:7/27 文教委員
会他

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
◇教員「部活手当」2 割増

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)
総務委員会

文科省は休日に部活動を指導した公立中
学校教員に支給する「部活動手当」を来年
度から 2 割増額する方針を固めた。4 時間
従事した場合の支給額が現在の 3000 円から
3600 円となる。現在は時給 750 円、増額さ
れれば時給 900 円となる。部活動手当は、教
員給与と同様に国が 1/3、都道府県が 2/3 負担する。
平日の指導分（放課後など）は、時間外手当の代わりに
本給に上乗せされている「教職調整額」の範囲内と
して支給されない。
参考：7/28 毎日新聞

文教委員会（私が所属しています）

① 28 年度認可保育園等の入園状況（指数）について
平成 28 年度 4 月入園分の結果について、園別・年齢
別の最下指数及び税の階層を公表。
①入園された方の指数（＝基本指数【保
護者の状況】＋調整指数【世帯の状況で
ポイントを加減する】）の最低ライン。
つまり、この指数より下の方は、入園で
きませんでした。
※ほとんどの園が 40 ポイント以上でした。
②入園された方
の税の階層（市
町村のランク。
『保育園のご案
民税でＡ～Ｄ25
建設委員会
内平成 28 年 4 月版』P29、区の HP で
ご覧になれます）の最低ライン。こち
①特定空き家の行政代執行（＝区の強制執行）について
らは、園によってばらつきがあります。
・7/5.6 管理不全状態の空き家（注）に対し、区の条
公表された一覧表は、私の HP・ﾌｪｲｽﾌﾞ
例に基づき、行政代執行を行い、道路上の放置廃棄物
ｯｸに掲載しましたのでご覧下さい。
（ごみ）の撤去を行いました。
②「居住実態が把握できない児童」に関す
注 いわゆるごみ屋敷。西中延３丁目。
る調査について
5/17 に続き 2 例目です。
区の住民基本台帳に記録があるが、
居住実態が把握できない児童（0～17
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進特別委員会
歳）は、８名。これらの児童について、
①ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛｵﾘﾝﾋﾟｯｸ視察ついて
8/3 現在、家庭訪問や転居、出国などで
・8/5～11 （7 日間）
確認できている。
・総数 7 名（職員５名、区議会議員２名）
☆事件につながる前の確認が重要です。
・調査内容（一部）
区内開催予定３競技関係（ﾎｯｹｰ等）、事前キャン
↗ていくよう求めます。さらに調査結果を広
プ誘致活動、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地元子どもたちの協力・
く区民の方々に明らかにするとともに、
関わり方、多言語対応（案内他）、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、他
議会での審議をきちんと行い、議会とし
・経費 委託料約 1,500 万円（一人当たり約 97 万円）
ての提言・チェックをします。また、区がこ
☆貴重な税金です。当初の経費は 2100 万円の予定でし
の視察を今後の事業にどのように活用す
た。今後も、交渉を重ねて、経費として削減できるところ
るか、を議員としてチェックしてまいりま
は、削減し ↗
クイズの答え：23 区中の順位：1 位
す。
③文京区 65.87％、10 位①品川区
月・水 ＪＲ大井町駅前
60.05％、19 位②新宿区、23 位④江
火 京急青物横丁駅前
戸川区 55.36％です。 ちなみに都内で
木 ＪＲ大森駅前
◎『区政報告』をお配りしています。
最も投票率が高かったのは、東京から
200 ㎞、伊豆諸島の御蔵島（みくらじ ◎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
ま）村の 82.38％です（人口 313 人）。 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00-9:30 頃
①工事請負契約について
区の行う工事の議案、
入札状況報告（一部）
・しながわ区民公園
管理棟・売店改築工事３億 456 万円
中央広場改修工事 1 億 4,796 万円
・八潮団地内区道歩道拡幅工事
第３工区‐1 億 7,949 万円
・勝島橋補修工事
３億 9,312 万円
他

朝、駅前にいます！

