☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇大井競馬で 100 円が・・・

No.

6/27 大井競馬場 12 ﾚｰｽで１～３着を着順
通りに当てる 3 連勝単式の配当が地方競馬史
上最高額となりました。さて、100 円がいく
らになった？

433

2017 年

7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

①約 669 万円
②約 1669 万円
③約 2669 万円
④約 3699 万円
◎難易度☆☆☆

開票所の様子⇒
区ＨＰより

都議会議員選挙が 7/2 に ◇投票率
投開票されました。選挙期 ・品川区 51.99％
間中は、政治活動が制限さ
有権者 318,560 人 投票者 165,624 人
れますので、駅頭での『区
（前回：平成 25 年 42.7％）
政報告』配布をお休みさせ
※東京都全体では、51.28％（前回 43.5％）
て頂きました。『区政報告』
配布を再開いたします。ご愛読のほど、よろし
前回よりアップしましたが、2 人に 1 人の棄権
くお願いいたします。
は、大きな課題です。
☆新体制の都議会。
特集します。
選挙後もしっか
りとﾁｪｯｸします!

少し

Ｑ：都議会議員って？
定数

都議会
品川区議会
127
40
・品川区から
は4人

任期

4年

4年

平均年齢

49.3 歳

51 歳

最年長・最年少

70 歳・27 歳 71 歳・31 歳

女性割合

28％（36 人） 28％（11 人）

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。

Ｑ:本会議って？
定例
本会議

都議会
◎2，6，9，11 月
本会議・委員会開催
〇その他の月にも
委員会があります

品川区議会
同左

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
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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
◇南大井１丁目で傷害事件発生！

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６２

☆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)。

6/20（火）午前 9 時 40 分ころ、品川区南大井 1
丁目において、自転車に乗った女性(68）が何者かに
頭部を鈍器の様な物で殴られてケガをする事件が発
生。30 日に近所に住む無職男性（61 歳）が殺人未
遂容疑で逮捕された。逆恨みから女性を殴り殺害し
ようとした疑いがもたれている。男は被害者の女性
が務める不動産会社が管理するアパートに住んでお
り、家賃の滞納から「近所の人に悪口を言われたと
思った」と供述している。女性は、現在は意識が回
復し病院で治療中です。
参考：ｻﾝｹｲ新聞他
キーワード

Ｑ:議員の待遇って？
都議会
品川区議会
年収（報酬）※都議 1,372 万円
約 934 万円
会は 29 年度中削減 議長 1,706 万円 議長 1,467 万円
月額
約 85 万円
約 60 万円
※手取り額では無い
退職金・議員年金
無
無
政務活動費（月額）
50 万円
19 万円
（参考）首長：年収 都知事 1,448 万円 区長 1,770 万円
退職金（1 期 4 年
約 1,800 万円
約 2200 万円
ごと）
現区長は 3 期目
議員が使える公 議員が使える公
用車あり（22 台） 用車なし

政務活動費＝議員報
酬（給料）とは別に調査研究に必要
な経費として会派や議員に支給され
ます。金額や使途基準などは各自治
体が条例で決めます。
☆都議会では、
「事務所費」
（家賃等）、
「会議費」としてお弁当代、
「新年
会など」の会費の支出などが認め
られています。
品川区議会では、政務活動に関係
ない支出（事務所費、お弁当代・
新年会などの飲食等）は認められ
ていません。領収書は、１円から
提出し、使途は、議長や議会事務
局のﾁｪｯｸを受けています。

Ｑ:東京都の仕事って？
Ｑ:委員会って？
都議会
品川区議会
常任
総務、財政、文教、都 総務、区民、厚生、建
委員会
市整備、厚生、経済・ 設、文教（私が所属）
港湾、環境・建設、公
営企業、警察・消防
特別
予算、各会計決算、公 予算、決算、行財政改
委員会
営企業決算、ｵﾘﾝﾋﾟｯ 革、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟ
ｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進対策 ｯｸ推進
〇議会は、基本的に委員会での審議が中心です。
議員が委員会に所属して 1 年間審議します。
☆行政（役所）が提出した議案（条例案）の審議や
仕事について調査をしています。
今後も解決すべき重要課題が山積です。

◎都の予算規模は、約 13 兆 542 億
円。ｽｳｪｰﾃﾞﾝの国家予算規模とほぼ
同じ。職員は、警察・消防・教員
を含め 16 万 8 千人（中央区の人
口約 14 万人！）。仕事は、多岐に
わたります。身近なところでは、
防災、商店街振興、都道の管理、
河川・東京港管理、消防、警察、
小中学校・都立高校教員の任免・
給与、都立病院、救急医療など。
これでもほんの一部です。
上下水道や消防は、通常、市町
の仕事ですが 23 区は担当せず、
都が一括して行っています。市町
では、これらの整備運営にとても
苦労しています（特に財政負担）
が、23 区の負担はありません。

クイズの答え：③2669 万 3120 円。
3360 通りの 3218 番人気で的中は 2
票あった。これまでの最高は、2010
◎『区政報告』をお配りしています。
年 4 月の大井競馬での 2488 万 720 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
円。中央競馬での最高は、2012 年 8 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
月新潟競馬での 2983 万 2950 円！

・水 ＪＲ大井町駅前
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朝、駅前にいます！月
火 京急青物横丁駅前
木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

