☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇ＪＲ東日本 2016 年度駅別乗車人員
ﾗﾝｷﾝｸﾞ（１日平均）で５位の渋谷を抜いた
のは、次のどの駅でしょうか？

No.

435

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新宿
②池袋
③東京
④横浜
⑤品川
◎難易度☆☆☆
参考：7/13 読売新聞

ちょっとした話ながわ
◇区立城南小学校 遺跡発掘調査見学会
城南小学校（南品川 2 丁目、明治 7＝1874
年開校）での改築工事に伴い、105 年前に造ら
れた、2 代目校舎（2 階建て。明治 45（1912）
年～昭和 32（1957 年））の遺構が発見されま
した。7/15（土）に見学会が行われ、私も見学
しました。
猛暑の中、412 名の区内外の方々が見学しま
した。校舎の基礎部分は、ｺﾝｸﾘｰﾄ、その上にﾚﾝ
ｶﾞ・石を置いています。当時の写真や校舎配置
図が残されているので、比較することが可能。
近隣の町会長さんは、「私が通学した学校です。
懐かしいなぁ」という感想を述べられたそうで
す。新校舎完成は、平成 32 年 2 月（予定）。

当日は、校舎跡の
ほか、昭和 20 年代
に撮影された校舎の
全景写真、出土した
江戸時代の瓦や陶磁
器、中世の宝篋印塔
（ほうきょういんと
う）の台座等も展示
されました。
発掘調査事業者に
よる発掘状況の詳
しい説明も行われま
した。発掘成果が
楽しみです♬

江戸時代の瓦

発掘調査事業者
校舎配置図。線で囲ま
れた部分を調査。

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。

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

ズ
◇宅配ボックス、閉じ込め注意！

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)。

留守でも荷物を受け取れることができるため人気
の「宅配ボックス」に子どもが閉じこめられる事故
が相次いでいる。遊びで入ったものの、中から開け
られず、熱中症になる恐れもある。夏休みを控え、
国民生活ｾﾝﾀｰが注意を呼び掛けて
いる。都内ではここ 4 年で 4 件発生。
ｾﾝﾀｰの担当者は「保護者は子ども
が宅配ﾎﾞｯｸｽで遊ばないように注意
してほしい」と話している。☆気を
付けましょう！参考：7/8 東京新聞

政務活動費 収支報告（平成 28 年度分）

キーワード

平成 28 年度の政務活動費の
収支報告を去る４月 28 日に議
長に提出しました。議会事務局
のﾁｪｯｸも受けました。今号は、
そのご報告をいたします。

政務活動費＝議員報酬（い
わゆる給与）とは別に調査
研究活動などに必要な経費の一部として交
付されます。品川区議会は、議員一人当り、
月 19 万円。年額 228 万円。使途範囲等は、
条例（品川区のﾙｰﾙ）で定められ、領収書等
（１円から）の証拠書類を添付し、収支報告
します。※新年会等の飲食には使えません。
交付額や使途範囲等は各自治体で異なり
ます。地方の市町村では、月数万円交付や０
円の自治体もあります。
《参考》東京都議会議員 600 万円（年額）
東村山市議会議員 15 万円（年額）

☆政務活動費の不正使用というﾆｭｰｽが後を絶ち
ません。品川区議会議員は、年間 228 万円とい
う多額の交付を受けています。常に区民の皆様
の目線に立って、区民の感覚でこ
の使い方はどのように思うか等を
よく考え、支出の透明性の確保を
します。今後も適正に支出して、区
民の皆様の付託に応えて参ります。

【収入】

平成 28 年４月～29 年３月
政務活動費：
2,280,000 円
（19 万円×12 ヶ月）

クイズの答え：⑤品川 37 万 1787
人 ①新宿 76 万 9307 人 ②池袋
55 万 9920 人 ③東京 43 万 9554
人 ④横浜 41 万 4683 人 渋谷 37
万 1336 人。品川駅は、初めて“５強”
の一角を崩しました。

【支出】

（単位：円）

調査研究費（調査・視察費・交通費等）

166,292

研修費（研修会参加費・交通費等）

349,953

会議費（会議開催経費等）

0

資料費 (書籍・新聞・雑誌・資料購入費等)

142,204

広報活動費（広報印刷費・送料・交通費）

647,252

事務費（事務用品機器購入費・HP 維持費等）

923,996

人件費 (政務調査活動補助アルバイト代等)

合計

50,000
2,279,697

支出 内容 （一部の報告です）
【調査研究費】他自治体事業の視察等
○熊本地震被災地視察－熊本市、益城町他
○他議会の先進事例視察－藤沢市議会、東村山市
議会、大津市議会、逗子市議会、他
○ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ－商業施設内期日前投票所（江戸川区）
【研修費】研修会参加 主に大津市の議員研修所
「監査実務の基本」「自治体予算を考える」「自治
体福祉行政」「政策の立案」「議会改革」、他
【広報活動費】
区内外での区民相談にかかる費用（交通費等）、
『区政報告（しんじ新聞）』印刷費用等、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
の運用、他
▽29 年度予算額 議会費…『政務活動費』は、
議員数（40 名）×19 万円×12 ヶ月＝9120 万円
☆平成 19 年からこの『区政報告』の中で政務活動費
の項目別支出額の公開をさせていただいておりま
す。なお区議会 HP で政務活動概要報告書を公開し
ています。ご覧下さい。

・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

◎『区政報告』をお配りしています。
◎議会等の事情で変更する場合があります。
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。

木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

