☆☆ 品川区イズ 508 ☆☆
◇品川区の収入は？

No.

508

2019 年

５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
◇国道 357 号 東京港ﾄﾝﾈﾙ 開通ｲﾍﾞﾝﾄ

東京港ﾄﾝﾈﾙ（東行き）開通に伴い、
「トンネルで
フリーラン＆ウォーク！」を 6/2（日）に開催。
①ﾌﾘｰﾗﾝﾆﾝｸﾞ受付：ﾄﾝﾈﾙ入り口
8:30～9:30
②ｳｫｰｷﾝｸﾞ受付：鮫洲運動公園 10:30～11:30
③ｳｫｰｷﾝｸﾞ受付：ﾄﾝﾈﾙ入り口
11:00～13:00
①③＝約 2.5 ㎞、②約６㎞
定員：各 500 人（先着） ※荒天中止
参加費：200 円
未就学児は無料
詳細は区 HP で。
問い合わせ：品川区
ｽﾎﾟｰﾂ推進課
地域ｽﾎﾟｰﾂ推進係
5742-6838

ズ
◇小学校教員採用「危険水域」

2018 年度の全国の公立小学校の教員採用
試験の倍率は、3.2 倍と過去最低になったこと
が文科省の調べで明らかになった。7 年連続の
減少で、就職氷河期に公務員が人気だった
2000 年度（12.5 倍）の 1/4 程度に落ち込ん
でいる。3 倍を切ると質の維持が難しくなると
言われ、「危険水域」に近づいている。団塊世
代の教員の大量退職に伴う採用が増えている
一方、学校の多忙などで志望者が減っている
ことが背景にあるとみられる。毎日新聞 5/10

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。

平成 29 年度の品川区の歳入（収
入）は、1,685 憶 4,477 万円です。
そのうち約 430 億 3,794 万円は、
特別区民税（住民税）です。さて、区の歳入
項目を収入額の大きい順に並べて下さい。
①軽自動車税（軽自動車の所有者が納付）
②特別区たばこ税（区内で販売されたたばこ
にかかる税。消費者が負担します）
③保育園保育料（保育園利用者が納付）
◎難易度
☆☆☆☆

◇オレオレ詐欺などへの対策に！

「自動通話録音機」の予約受付開始。
ｵﾚｵﾚ詐欺などの未然防
止に役立ちます。自宅の
電話機に取り付けること
で、警告ﾒｯｾｰｼﾞが流れ通
話内容を自動録音するた
め、犯人に通話を断念させ、被害を未然に防止
する効果があります。◎無料です。
予約受付開始日：5/13（月）※配布開始日未定
対象：区内在住、65 歳以上の方
予約受付先・問い合わせ 月～金 8:30-17:15
品川区地域活動課生活安全担当 5742-6592
警察署：品川 3450-0110 大井 3778-0110
大崎 3494-0110 荏原 3781-0110

◇痴漢！ｽﾏﾎが大声

警視庁が開発したｽﾏﾎ用無料
防犯ｱﾌﾟﾘ「Digi Police（ﾃﾞｼﾞﾎﾟ
ﾘｽ）」が人気を集めている。大
きな音が鳴る「痴漢撃退」や
「防犯ﾌﾞｻﾞｰ」などの機能が評
判となり、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが 22 万件
を突破した。画面をタップする 痴漢撃退画面
と「やめてください」と大きな
声で連呼を始めます（痴漢撃退画面）。
参考：4/22 読売新聞、日経他

高橋しんじプロフィール
平成３１年 4 月 6,205．403 票（１位）の
ご支持を頂き、現在４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）。平成 27 年
5551 票（58 票差で 2 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

▽4/21 区議会議員選挙当選者（
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)。

自民 12（13） 立憲１（２） 国民１（４）
公明 ７（７） 共産６（８） 維新１（１）
ネット２（２） その他政党 ２（４）
無所属 ８（10）計 40（女性は 11 人）
【参考】立候補者数 51 人

▽今後の議会日程
5/27

本会議（第１回臨時会）⇒議長の選挙や
議員の所属委員会などを決めます。
6/27～7/10 第２回定例会

平成 30 年度政務活動費収支報告
☆1 期目の平成 19 年から公開をさせて頂いてお
ります。今後も適切な支出をお約束します。
品川区議会議員には、給料（＝報酬:月額約
60 万円）の他に、
「調査研究その他の活動に
資するため」に政務活動費が交付されます。
議会では、条例を定め、適正な運用（経費の
範囲等）、透明性の向上に努めています。
・1 人⇒月額 19 万円×12 か月＝228 万円
・政務活動に関係のない支出はできません。飲
食費（新年会会費など）は、理由に関わらず、
支出不可。また、領収書は、1 円の支出から
提出するルールです。使途は、区議会議長や
区議会事務局のチェックを受けています。
▽政務活動費予算額（平成 30 年度）
228 万円×区議会議員 40 人＝9120 万円

【支給額】30 年 4 月～31 年 3 月分（単位：円）
政務活動費
（19 万円×12 ヶ月）

2,280,000

【支出額】支出項目は 7 分野です

（単位：円）

25,860
研修費（研修会参加費・交通費等）
286,575
会議費（会議開催経費・参加費等）
9,600
資料費 (書籍・新聞・雑誌・資料購入費等)
131,761
広報活動費（広報印刷費・送料・交通費）
861,588
事務費（事務用品機器購入費・HP 維持費等）
504,074
人件費 (政務調査活動補助アルバイト代等)
591,446
合計
2,410,904
※支給額との差額 130,904 円は、自己負担分です
調査研究費（調査・視察費・交通費等）

）立候補者数

【調査先（調査内容）】※一部
戸田市議会、港区議会（議会報告会）、
都立高島高校（主権者教育:授業見
学）、横浜市立上寺尾小
学校（薬物・ｱﾙｺｰﾙ防止
教育:授業見学）、静岡県
富士市（障害者等の就労
支援）、他

【研修会・研究会】 ※一部
『こども食堂ってどんなところ?』、
『ブラック化する学校』（東大五月
祭）、『教員ワークショップ』、『地方
議員の情報発信』、『地方議会の現
状』、『地方議員のための政策法務』、
『住民とのコミュニケーション』、
『職場のチーム力アップ』、『海外事
例で学ぶ子育て支援のまちづくり－
フィンランドのネウボラ』、『自治体
の中小企業支援』、『アート（文化芸
術）を活用した地域振興』、他
【インターン生受け入れ】
・大学生の職業体験（2 か月間）
【週刊しんじ新聞発行】
印刷費用（機器代、用紙代、ｲﾝｸ代等）、
郵送代等。
【区民との区政相談】交通費等
【その他】
区政報告配布補助、事務
作業補助、他

クイズの答え: ②特別区たばこ税。約
32 億 6,167 万円（前年比マイナス
約 2 億 1 千万円）。たばこは区内で購入
しましょう。⇒③保育園保育料。22 億
8,235 万円（※令和元年 10 月から無償 ◎『区政報告』をお配りしています。
化）。⇒①軽自動車税。約１億 2,721 万 ◎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。
円（前年比ﾌﾟﾗｽ約 360 万円）。

・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

