☆☆ 品川区イズ☆☆
◇横田滋（めぐみさんの父）写真展
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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

区議会議員 の仕事って ？②
◇500 号は区議会の仕組みをご説明しました。今号
は、私が議員として 12 年間行ってきた仕事のうち
代表的なものをご説明します。☆＝私の場合です

１．議会で自分の意見を表明
議会（委員会）に出席し、様々な議
題に対して自分の意思をはっきりさ
せることです。区民の皆さんの意思
を代弁する一番重要な仕事です。

２．調査・研究（＝勉強、見学）
区の様々な課題や施設、他自治体の
諸問題や先進的な取り組み、法律、条例等を
調査研究し、議会・委員会での発言に備えま
す。また、各種研修会に参加します。
☆私は、１年間に約 50 日以上参加

3/23（土）、24（日）品川区内のある小学
校で横田めぐみさんの父・横田滋さんの写真
展が開催されます。これは、めぐみさんがこ
の小学校に在籍していた経緯から、横田めぐ
みさんご家族支援の会（あさがおの会）が主
催するものです。その小学校は？
①城南小学校（南品川２丁目）
②大井第一小学校（大井６丁目）
③立会小学校（東大井４丁目）
④第二延山小学校（旗の台１丁目）
◎難易度☆☆☆

５．広報活動
議員としての活動内容や「今、
議会や区での問題」など、ﾘｱﾙ
ﾀｲﾑで区民の皆様にお知らせす
るために『区政報告』(『週刊
しんじ新聞』）として駅等で配布したり、
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ等で発信します。
☆私は『週刊しんじ新聞』、12 年間で
約 157 万部発行しました。

６．区の行事・ｲﾍﾞﾝﾄなどに出席
多くの区民の方々とふれあい、意見交換する
ために区内の各行事等に参加。区で起きてい
ることを自分の目で見て、区民の方々のご要
望を直接お聞きできる大切な機会です。たく
さんのｱﾝﾃﾅをたてて、情報をｷｬｯﾁしています。
☆私は、1 年間に約 100 日以上参加

３．政策を提案
調査研究などをもとにして、区で行うべき
政策を議会などで区に提案します。
※一定のﾙｰﾙの中で条例（＝自治体における法
律のようなもの）を提案することもできます。

４．ご要望の実現
直接お話ししたり、電話・ﾒｰﾙなど、
区民の方々からお寄せいただいた
様々なご要望を区にお伝えし、実
現を目指します。
☆多数実現しました！

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。

ちょっとした話ながわ
◇めぐみちゃんと家族のﾒｯｾｰｼﾞ

～めぐみさん家族と過ごした 13 年～
横田滋写真展
◎3/23(土）、24(日) 10～16 時
大井第一小：多目的室 詳細は、同校 HP で。
23 日 13:30～ 母・早紀江さんのﾄｰｸｼｮｰ開催
主催：あさがおの会（横田めぐみさんご家族支援の会）

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

◇31 年度品川区予算額 1,877 億円

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)。

区民 1 人当りの歳出額⇒約４８万円
（品川区の人口：約 39 万人）
品川区の 31 年度予算案は今議会に提出され、
2/20 から審議中です。他区の予算案も
各区議会で審議されています。
今号は、他区の予算案の一部をご説
明します。特色ある施策を中心に一部
の区をご説明します。
◎は、施策の予算額です
☆私のコメント

予算額：1580 億円
1 人当り 44.9 万円
人口：約 35.1 万人
◇区立学校児童生徒 検定料全額助成
英語、漢字、数学検定受験料を全
額補助。学習意欲を高め、基礎学力
の定着につなげる狙い。全国的にも
珍しい取り組み◎1,361 万円
予算額：1031 億円
1 人当り 63.5 万円
人口：約 16.2 万人
◇築地市場移転、ネズミ駆除
区内町会、商店街を対象にネズミの被害予防や駆
除対策にかかった費用を補助する。
解体が進む築地市場から逃げだし
たネズミの被害を不安視する区民か
ら対応を求められた。◎5000 万円
予算額：1508 億円
1 人当り 43.5 万円
人口：約 34.6 万人

◇若者の自殺対策
インターネットで「死にたい」等の特定のﾜｰﾄﾞ
を入力したら、自動で相談窓口の画面が表示す
る仕組みを作る。新宿区は全国や都より自殺率
が高く、特に 20 代の若者が多い。◎550 万円

予算額：2865 億円
1 人当り 41.6 万円
人口：約 68.8 万人

◇ATM 周辺 携帯抑止装置
携帯電話で現金自動預払機（ATM）を操作させ、
高齢者から金をだまし取る還付金詐欺等の被害
を防ぐため、区にある金融機関の十カ所の ATM
周辺で携帯電話を使用出来なくする抑止装置を
導入する。都内で初めて。
◎550 万円

予算額：3193 億円
1 人当り 35.1 万円
人口：約 90.9 万人
◇食の支援サポーター
地域から孤立しがちな家庭に食事を提供する
新たな事業を 7 月から試みる。有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが家
庭を訪れて料理する「食の支援ｻﾎﾟｰﾀｰ」派遣や
弁当を届ける「子ども配食」を民間業者に委託
して派遣する。◎1610 万円
予算額：924 億円
1 人当り 40.7 万円
人口：約 22.6 万人
◇キャッスレス端末設置を補助
ｷｬｯｽﾚｽ端末決済の導入を進める
ため、商店会加盟の中小事業者を
主な対象に決済端末の導入を補助
する。希望事業者に約 500 台導入
予定。将来的に区の全商店街への
導入を目指す。
◎4900 万円
予算額：1521 億円
1 人当り 45.8 万円
人口：約 33.1 万人

◇認知症事故の保険を導入
区が保険契約者となり、認知症の人が偶発的
な事故で法律上の賠償責任を負った場合に補て
んする保険事業を始める。損害賠償は 3 億円を
上限。都内では葛飾区とともに初の取り組み。
☆品川区でも導入の検討を求めます。◎69 万円

おわび 3、４月は議会開会、卒業式、
入学式出席等で、区政報告の配布は時間
を変更したり、お休みすることがありま
す。ご了承下さい。

クイズの答え：②大井第一小学校。
小学校１年生の時に在籍しました。大
森貝塚そばの大井 6 丁目に住み、幼稚
園は小野学園。ご家族で当時の大井町 ◎『区政報告』をお配りしています。
阪急へも行き、めぐみさんが迷子にな ◎議会等の事情で変更する場合があります。
ったこともあるそうです（滋さん談）。
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
☆拉致問題の早期解決を！

・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

