☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇7/2 都議選 若者の投票率は？
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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

7/2 に実施された都議選の年齢別投票率。
次の年齢の投票率を選んで下さい。区全体の
投票率は 52％でした。
①18 歳 ②19 歳
③20～24 歳
④55～59 歳
⑤65～69 歳
あ.約 28% い.約 36%
う.約 50％ え.約 62％
お.約 71％
◎難易度

☆☆☆☆

ちょっとした話ながわ
◇品川子ども食堂マップ作製
区は、区内 9 ヶ所の食堂を紹介した
MAP を作製。子ども食堂の住所、TEL、
実施日、費用、
「食物ｱﾚﾙｷﾞｰ非対応」
「離
乳食あり」等の注意書き、利用ﾏﾅｰも記
す。区役所・児童ｾﾝﾀｰ・品川ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾ
ﾝﾀｰで配布中（区の HP でご覧頂けま
す）。現在、ﾏｯﾌﾟ以外にも 2 ヶ所開設。
今後、さらに 3 ヶ所運営の見込み。運
営には、食材確保、場所提供、ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱが必要。企業や地域住民の協力が欠か
せません。
☆区は、運営者のﾈｯﾄﾜｰｸ作りの協力を
していますが、もう一歩進んだ具体的な
支援を求めます。参考：12/12 読売

◇品川区教育委員会 教員の働き方改革
区教委は、9/21 発行の『広報しながわ 教育
特集号』で「教員の働き方改革」を推進すると
明言。「区立学校の教員の勤務時間はおおよそ
8:15～16:45 と定められています。勤務時間
は 7 時間 45 分/日です。実際には、授業準備や
生徒指導で夜遅くまで残って、
長時間勤務の教員も多い。今後、定
時一斉退勤日や部活動休養日を設け
るなど、精力的に取り組んでいく」
と理解と協力を求めました。
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☆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。

◎難易度

☆☆☆☆

『しながわ子ども食堂マップ』 中面
※しながわ子ども食堂 FB でもご覧頂けます
☆小池都知事は先日の都議会で子ども食堂の
支援を明言しました。自治体や運営する民間団
体への都からの支援を期待します。

◇しながわみやげ
ﾊﾟﾝﾌ改定
冊子を改定。ｺﾝﾍﾟ
等で認定された品川
のおみやげ 62 点を
掲載。発行：しなが
わ観光協会
◎予算額 250 万円

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

品川区職員の給与 参考：『広報しながわ 12/1』

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)。

ズ
◇都の都民提案事業 応募 255 件
来年度予算に都民が提案した事業を盛り込む
ためｱｲﾃﾞｱを募集した。応募は 255 件。この中か
ら子育て支援等、計 6 分野（⇒）で各 3～６を候
補選定（26 件を HP で公開）。22 日までｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
等で都民投票を行い、各分野１事業程度に絞る。
来年度予算編成で１件当たり 2 億円を上限に
総額 10 億円の「都民枠」を設
定している。投票はﾈｯﾄ、郵送、
fax でも受け付ける。詳細は東
京都財務局の HP を。
参考：12/12 毎日新聞

◇『東芝病院の病院機能の存続を求める

要望書』 を東京都知事へ提出
東芝病院は、先日、医療法人社団緑野会と事
業譲渡の合意に至りました。延べ数で年間約 16
万人の区民が同病院を利用しています。品川区
にとっては、地域医療、救急医療、災害医療の
３つの主要な機能を担う重要な医療機関です。
現状と同程度の機能を有した病院機能の存続が
地域医療の継続のためにも不可欠です。12/11,
品川区議会として、「東芝病院
の病院機能の存続」を都知事に
強く要望しました。
要望書の全文は、品川区議会
の HP でご覧頂けます。
クイズの答え：①18 歳 う.約 50％
②19 歳 い.約 36% ③20～24 歳
あ.約 28% ④55～59 歳 え.約 62％
⑤65～69 歳 お.約 71％ 全体では
52％で した 。投 票率 向上の ための
様々な施策は今後も更に必要です。

☆職員数 2,580 人 一般行政職 1,323 人、福祉職（保
育士等）734 人、幼稚園教諭等 70 人、他
☆１人当たり給与費 617.5 万円（含：ボーナス等）
①一般行政職
平均給与月額 449,050 円
（平均年齢 41.3 歳）
②初任給 一般行政職（23 区共通です）
大学卒程度 182,700 円（国家公務員と同額）
③経験年数別・学歴別平均給料月額（除：ﾎﾞｰﾅｽ）
《一般行政職》経験 10 年
15 年
20 年
大学卒 274,152 円
319,850 円 360,133 円
④期末手当（2.6 ヶ月）・勤勉手当（1.8 ヶ月）
1 人当り平均支給額 150.8 万円 職務段階別加算有
《都民投票の対象となる来年度予算の主な候補》
〇子育て支援
・ショートムービー「私はこうして保育士にな
った（仮）」の製作・配信（約 2 億円）
〇高齢化対策
・VR（仮想現実）を活用した高齢者の疑似観
光体験ｻｰﾋﾞｽ提供（約 1.5 億円）
〇働き方改革
・働く人のﾁｬｲﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝｻﾎﾟｰﾄ（不妊治療と仕事
の両立支援、約 5500 万円）
〇防災対策
・満タンで安心＆灯油ﾌﾟﾗｽ１缶
（家庭の燃料備蓄）運動
（約 1000 万円）
他に〇空き家活用〇環境対策も
◇区議会 タブレット端末（iPad）導入
第 4 回定例会
（11/24-12/7）本
会議・委員会で議員
・職員の両方でﾀﾌﾞﾚ
ｯﾄ端末を用いた審議
を開始（23 区初）。
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末で書類
を見たり、審議中に
ﾈｯﾄで関連事項を検索
できます。議会での審議が飛躍的に
効率化し、かつ議論が活性化し
ていきます。今後は、さらに活
用を進め、議会の機能を高
めて参ります。
◎予算額 771 万円（区議会分）

・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。
◎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

