☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇Ｗ杯 ロシアで開催中！

No.

日本は、１次ﾘｰｸﾞ H 組。コロンビア（6/19
に２-１で勝利）、セネガル（6/25 対戦）、ポ
ーランド（6/28 対戦）と同じ組です。
さて、次の国のうち、品川区内に大使館が
ある国はどこでしょう？
①ポーランド (人口 3844 万人)
②セネガル
（人口 1541 万人）
③コロンビア （人口 4865 万人）
④セルビア（Ｅ組。人口 712 万人）
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2018 年 6、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

ちょっとした話ながわ
①
≪ﾊﾟﾗアリーナがｵｰﾌﾟﾝ≫

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技専用体育館「日本
財団ﾊﾟﾗｱﾘｰﾅ」が 6/1、「船の科学館」
敷地内（品川区東八潮。お台場の端）
に８億円かけて完成。ﾒｲﾝﾌﾛｱはﾊﾞｽｹｯﾄｺｰ
ﾄ 2 面分。車いすﾗｸﾞﾋﾞｰやﾎﾞｯﾁｬ等が出来
るｺｰﾄもある。東京大会で実施される 22
競技の選手や競技普及団体が利用する
予定で、選手らは無料で利用できる。障
害者ｽﾎﾟｰﾂの選手たちは、
「車いす競技で
床が傷つく」などと、一般体育館の利用
を断られること
が多いという。
運用は、東京大
会後までの予定。
参考：6/1 朝日、
日経
ﾒｲﾝﾌﾛｱ（日本財団㏋）
競技

≪小中学校囲碁団体戦≫

第 15 回文科大臣杯小中学校囲碁団体
戦の都大会の部が 6/10 開かれ、70 ﾁｰﾑ
が参加。優勝した品川区立浅間台小（南
品川 6 丁目）、2 位の世田谷区立笹原小、
早実初等部が東京都代表
に決まった。7/29.30 の全
国大会に出場する。
参考：6/12 ｻﾝｹｲ

◎難易度☆☆☆☆

≪品川区民まつり（予定）≫
Ｍ=模擬店、Ｂ=盆踊り
地区
日：（時間）
品川第一 7/15： （13～20）
品川第二 7/27-29:（18～21）
大崎
7/14: （15～19）
第一
7/21:（15:10～18:30）
7/28: （11～15）

会場
品川学園
天妙国寺
第四日野小
第三日野小

内容
Ⅿ、Ｂ他
Ⅿ、Ｂ他
Ⅿ、Ｂ他
Ⅿ、Ｂ他
五反田ふれあ Ⅿ他
い水辺広場

大崎第二
大井第一

大井第二
大井第三
八潮
荏原第一
荏原第二
荏原第三
荏原第四
荏原第五

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。

7/22: （11～15） 三木小
Ｍ他
7/8:
(10～15) 南大井文化 子 ど もｶ ｰ
センター
ﾆﾊﾞﾙ
7/14:(15～20:35) 桜新道
Ｍ、Ｂ他
7/28: (15～19) 西大井広場 Ⅿ他
公園
7/14: (15～21) 八潮公園多 Ⅿ、 Ｂ 、 打
7/15:(13～20:45) 目的広場
上げ花火他
7/14: （13～19） 小山台小
Ⅿ、Ｂ他
7/22: (12～20) 清水台小
Ⅿ、Ｂ他
7/28: （15～20） 宮前小
Ⅿ、Ｂ他
7/21: （10～12） 源氏前小
Ⅿ他
（16～19:30）
Ⅿ、Ｂ他
7/21:(15～19:50) 杜松（としょ Ⅿ、Ｂ他
7/22:(16～19:20) う） ホーム
◎区民まつり予算額 1,600 万円(13 地区)
☆お問合せ：【地区】に記載の地域ｾﾝﾀｰへ

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
◇小 1 の母、67％が手に職

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)。

2017 年に小 1 だった子の母親のうち、仕事を
持つ（有職率）は 67.2％だったことが厚労省の
「21 世紀出生児縦断調査」で分かった。08 年に
実施した同様の調査に比べ 11.4 ﾎﾟｲﾝﾄ増加。
10 年生まれの子の母親の就
業状況は、常勤 26.0％、ﾊﾟｰﾄ･
ｱﾙﾊﾞｲﾄ 34.1％，自営業・家業・
内職等 7.1％、無職 32.5％だっ
た。
参考：5/31 日経

政務活動費 収支報告（平成 29 年度分）
平成 29 年度の政務活動費
の収支報告を去る 4/27 に
議長に提出しました。議会事務局ﾁｪｯ
ｸも受けました。今号は、そのご報告
をいたします。
キーワード
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～）の証拠書類を添付し、収支報告し
ます。※品川区では、忘年会・新年会等の飲
食等には支出できません。
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、月に数万円交付や
政務活動費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）
☆品川区議会議員は、多額の交付を
受けています。常に区民の皆様の
感覚で使い方等をよく考え、支出
の透明性を確保します。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 29 年４月～30 年３月
政務活動費：
2,280,000 円
（19 万円×12 ヶ月）

【支出】
調査研究費（調査・視察費・交通費等）

183,656 円

研修費（研修会参加費・交通費等）

487,733 円

会議費（会議開催経費等）

0円

資料費 (書籍・新聞・資料購入費等)

132,045 円

広報活動費（広報印刷費・送料・交通費）

675,627 円

事務費（事務機器購入費・HP 維持費等）

731,757 円

人件費 (政務調査活動補助ｱﾙﾊﾞｲﾄ代等)

合計

76,820 円
2,287,638 円

支出 内容（その一部の報告です）
【調査研究費】他自治体事業の視察等
○原発被災地視察－福島県富岡町など
○他自治体の先進事例視察－京都府伊根町、奈
良市、倉敷市、神戸市、伊丹市、豊中市他
【研修費】研修会参加 主に大津市の議員研修所
「職場のﾁｰﾑ力ｱｯﾌﾟ」「医療と介護の連携の推進」
「自治体の財源確保」「ｱｰﾄ（文化芸術）を活用し
た地域振興」
「ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの基本」
「ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞのﾈｳﾎﾞ
ﾗ」「東京五輪を契機とした地方創生」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
▽30 年度予算額 議会費の『政務活動費』は、
議員数（39 名）×19 万円×12 ヶ月＝8,892 万円
☆区議会議員として初当選した平成 19 年度から『区
政報告』で政務活動費の項目別支出額の公開をし
ております。また、区議会 HP では区議会議員全員の
政務活動概要報告書を公開しています。ご覧下さい

クイズの答え: ③コロンビア（面積は
日本の 3 倍）は上大崎、④セルビア（面
積は北海道とほぼ同じ）は北品川に
大使館があります。①ポーランド、②セ
ネガルは目黒区にあります。※コロンビ
アは、1994 年アメリカＷ杯で 1 次リー ◎『区政報告』をお配りしています。
グ敗退。その第 2 戦でオウンゴールした ◎議会等の事情で変更する場合があります。
選手が帰国後に射殺される（！）という ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
事件（『ｴｽｺﾊﾞﾙの悲劇』）が起きています。

・水 ＪＲ大井町駅前
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

