☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇品川区職員の退職手当（≒退職金）

No.

490

2018 年

12 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

職員の構成、職員の給与、手当などが『広
報しながわ 12/1 号』で毎年公表されていま
す。さて、区職員退職手当（60 歳で定年等）
の一人当たり平均支給額はどのくらいでしょ
うか。
参考 勤続 35 年だと支給率は、
47.7 月分です。 ※あくまでモデル試算です
①約 1,000 万円
②約 1,500 万円
③約 2,000 万円
④約 2,500 万円
◎難易度 ☆☆☆
2018 年の品川区政を振り返ります！
【 】予算額
☆私のコメント ※写真は区㏋等より

第１項
1 月・ﾓｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ、子ども食堂へ支援
3 月・「学事制度審議会」答申
☆中学校の学区見直し、小学校の学
校選択制の見直し等を提言
4 月・区役所内に「オアシスルーム（一時保
育施設）」ｵｰﾌﾟﾝ ☆在宅子育て中の方
がご利用できます。【4,761 万円】⇒
・区立学校教職員の働き方改革
定時一斉退勤日や部活動休養日設定
5 月・区奨学金に「在学応援資金」創設
審査により貸付金の返還免除有り

９月・「しながわ健康ポイント」事業開始
・「ふくしまつり 2018＆障害者ｽﾎﾟｰﾂﾁｬ
ﾚﾝｼﾞﾃﾞｰ」開催
11 月・「アールブリュット展 in 荏原」開催
正規の美術教
育を受けてい
ない方々の作
品展。⇒
【540 万円】

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。

6 月・「子ども食堂ﾌｫｰﾗﾑ 2018」開催
7 月・「子ども若者応援スペース」ｵｰﾌﾟﾝ
☆不登校・高校中退・ひきこも
り等の「生きづらさ」を持つ子
ども・若者とその家族を応援。
【1,763 万円】
11 月・「しながわ接種ナビ」
接種ｽｹｼﾞｭｰﾙ等を確
認できるｱﾌﾟﾘの提
供。 【301 万円】
・「子育てメッセ
2018」開催

４月・「目黒サービスコーナー」ｵｰﾌﾟﾝ
目黒駅前。土日・平日夜間も証明書発
行等取り扱い。図書取次業務も実施。
【3,473 万円】⇒
５月・「eco ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2018」
開催。約 3 万人参加

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

ちょっとした話ながわ
◇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)。

３月・しながわ区民公園、子ど
もの遊び場ｵｰﾌﾟﾝ ⇒
☆連日大人気です！
4 月・「ｼｪｱｻｲｸﾙ」9 区乗り入れ
可能に☆9 区のｻｲｸﾙﾎﾟｰ
ﾄで貸し借り可能です。
【8,140 万円】⇒
7 月・区と五反田ﾊﾞﾚｰが連携協
定。☆IT 企業等との協定
9 月・ふるさと納税として水辺千本桜
寄付金募集開始。
11 月・区民農園「ﾏｲｶﾞｰﾃﾞﾝ南大井」
収穫祭 【59 万円】

４月・「品川ご当地ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ」交付開始
７月・日曜開庁利用客 30 万人
到達
8 月・「大井競馬の帝王」的場騎手
地方競馬最多勝 7152 勝達成
9 月・区長選挙。現職 4 期目当選。
☆激動に対応する運営を期待
します。
【1 億 8,094 万円】
10 月・ｼﾅﾓﾛｰﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ設置
☆ﾏﾝﾎｰﾙｶｰﾄﾞ、配布中です⇒

☆職員数 2,597 人＝一般行政職 1,360 人、福祉職（保
育士等）733 人、幼稚園教諭等 41 人他
☆１人当たり給与費 約 615 万円（含：ボーナス等）
①一般行政職
平均年齢
40.5 歳
平均給与月額
447,774 円
②初任給 一般行政職（23 区共通です）
大学卒程度 183,700 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：ボーナス）
《一般行政職》経験 10 年
15 年
20 年
大学卒 297,671 円 327,776 円 371,708 円
④ﾎﾞｰﾅｽ:期末手当（2.6 ヶ月）
・勤勉手当（1.9 ヶ月）
☆1 人当り平均支給額 約 152 万円
☆１年間、ご愛読ありがと
うございました。毎週の温
かい激励、本当に元気を
頂きました！
来年もガンバリます!！
３月・「地域防災計画」修正
☆災害時における包括的・総合的な計画
6 月・防災体験館に VR（ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨｰ）導入
☆災害時の様相をリアルに体験できます。
12 月・区内一斉防災訓練－各避難所で実施

２月・大崎駅西口図書館「おおさきこども図書
館」オープン
３月・世界初、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ国際大会開催
天王洲公園に強豪国等 6 か国集結
６月・大崎図書館、複合施設に移転
７月・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ特設サイトオープン
９月・区独自ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「しな助」募集開始
10 月・渋谷ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ交差点
の大型ｽｸﾘｰﾝで品川
区 PR 動画 ⇒

☆品川区議会、議会改革進行中！
５月・第３回議会報告会
11 月・品川女子学院の中 1 生と意見交換会
12 月・区議会防災訓練

今年最終号。新年は 1/7（月）にｽﾀｰﾄ予定です
クイズの答え：③2,148 万円（29 年
度退職者平均支給額）。ちなみに区長
は、１期（4 年）で約 2,202 万円（給
月・水 ＪＲ大井町駅前
料約 114 万円×在職年数 4 年×4.8）、
火 京急青物横丁駅前
副区長（2 人）は、1 期（4 年）で約 ◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
1,252 万円（給料約 92 万円×在職年 ◎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
数 4 年×3.4）。区議会議員には、退職 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
☆ 各 7:00-9:30 頃
金はありません（議員年金も無し）。

朝、駅前にいます！

