
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 
 

高 事 橋しんじ 務所 

 

☆☆品川区イズ 550☆☆ 
   ◇品川区の道路で馬と車が衝突◇ 

5/25、大井競馬場（勝島）から脱走した馬
が公道を逃走し、八潮橋交差点（東大井。鮫
洲公園そば）でﾜｺﾞﾝ車と衝突。車の運転手・
馬ともに負傷する事故。通行人にケガは無し。
この馬の名前は？ 
①ハイセイコー 
②セイントメモリー 
③スーパーオトメ 
④トチオトメ 
⑤ミルキークイーン 
 ◎難易度☆☆☆ 
 
 
 
  

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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2020 年 5、6 月 

臨時議会が 5/27に開かれ、各議員が１年間所
属する委員会構成（常任委員会は、右表参照）、
各委員長・副委員長などが決まりました。 
私は、常任委員会：厚生委員会。 

他に、消防団運営委員会の委員。 
今年も頑張ります！ 
・第２回定例会⇒6/25～ 
【厚生委員会の調査事項】 
・社会福祉（児童福祉を除く。）について 
・保健衛生について 
・国民健康保険および国民年金について 

 

         委員会⇒  

会派名 （人数：計 40） 

総

務 

区

民 

厚

生 

建

設 

文

教 

自民党  ※議長所属  （８） ２ ２ ２ １ １ 

自民党･無所属・こども （８） ２ １ ２ ２ １ 

公明党  ※副議長所属 （７） １ １ １ ２ ２ 

共産党               （６） １ １ ２ １ １ 

品川改革            （３） １ １   １ 

生活者ﾈｯﾄﾜｰｸ           （２） １   1  

※無所属議員：会派に属さず（６）  ２ １ １ ２ 

☆私は、厚生委員会です 
私は政党や会派に所属せず、1 人で活動しています 

 

◇6/1～ 区立小中学校、分散登校へ 
登校時や校内での密集を出来るだけ 

回避しながら学びの保証をします。 
詳細は、各校の HPをご覧下さい。 

・1日おきの分散登校。各クラスを A、 
B等の 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟに分けて登校。 

6/1（月）～12（金） 3時間授業。給食有 
6/15（月）～30（火）６時間授業。給食有 
・特別支援教室と通級指導学級は、指導教員
が在籍校に訪問し、支援を開始します。 

・部活動（中学）＝5/25（月）より、感染
症への対策を講じながら、再開中。 

・1学期終業式 7/31 2学期始業式 8/24 
・夏季休業期間=８/1（土）～23(日) 
 

ちょっとした話ながわ 

参考：5/25産経他 
 
 

 

しがらみのない無所属 

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！ 
 

高橋しんじプロフィール  

◇品川区、業者に 14億円過払い 
 工事業者や物品納入業者、委託業者等 
に支払う約 14億円を二重払いしていたこ 
とが 22日、分かった。会計管理室によると、 
4/30付の口座払いや随時払いのﾃﾞｰﾀを、27 
日夕と 28日午前の 2回にわたって送信した 
ため、507件 13億 9,991万円の振込処理 
が重複した。区は、銀行間の手続きなどに 
より返金を求める手続きをしている。区は、 
なぜ重複がおきたか、原因を調査している。 

参考：5/26東京新聞他 
☆原因究明と公表を求めて参ります。 
 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６4 

☆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)。 

 
 
 
 
 

月・水 ＪＲ大井町駅前 
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 

◎『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。 

朝、駅前にいます！ 

 

◇行政用語、やさしく変換◇ 
暮らしや安全に直結する行政情報を日本で暮ら

す外国人にどう伝えるか。新型ｳｲﾙｽの影響が広が
る中で、その重要性が高まっている。最近、共通
語として注目されているのが「やさしい日本語」。
政府も指針の策定に乗り出している。例）「記入す
る」⇒書きます。「料金前払い」⇒先にお金を払い
ます。「欠席する」⇒休みます。「両親」⇒お父さ
んとお母さん。「通行止め」⇒通ることができませ
ん。「避難所」⇒みんなが逃げるところ。（島根県
の手引き他）       参考:5/26読売新聞 

 

☆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（令和元年度） 
 209万円×区議会議員 40人＝8,360万円 
 注 元年度は区議会選挙後の 5月から 11か月分 

 

【支出額】支出項目は 7分野です （単位：円） 

調査研究費（調査・視察費・交通費等） 11,040 

研修費（研修会参加費・交通費等） 257,916 

会議費（会議開催経費・参加費等）   0 

資料費 (書籍・新聞・雑誌・資料購入費等) 115,613 

広報活動費（広報印刷費・送料・交通費） 731,852 

事務費（事務用品機器購入費・HP 維持費等） 355,875 

人件費 (政務調査活動補助アルバイト代等) 642,910 

合計 2,115,206 

※支給額との差額 25,206円は、自己負担しました 

【支給額】元年 5月～2年 3月分（単位：円） 

政務活動費   

（19 万円×11 ヶ月） 
2,090,000 

 

【調査先（調査内容）】※一部 
秋田県五城目町－道の駅、商工振興
課、町議会、町立中学校、町立プー
ル他 
秋田市－民芸芸能伝承館、 
市立赤レンガ資料館、旧 
金子家住宅、秋田犬ｾﾝﾀｰ、 
秋田県立美術館他 

【研修会・研究会】 ※一部 
『教育改革、その先は』（東大五月
祭）、『高校生による高校生のための
政治抜きで政治家とのﾌﾘｰﾄｰｸの会』
『坂本龍馬と品川』、『社会保障・社
会福祉』、『自治体の中小企業支援』、
『地方議員のための政策法務～政策
実現のための条例提案に向けて～』、
『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』、
『全国地方議会ｻﾐｯﾄ 2019 ﾁｰﾑ議会
が地域をよりよくする』他 
【インターン生受け入れ】 
・大学生、高校生の職業体験（2ヶ月） 

【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 

 令和元年度 政務活動費 収支報告 

 

クイズの答え:②セイントメモリー（ｵｽ
13 歳）。競馬場所属の誘導馬（ﾊﾟﾄﾞｯｸ
から本馬場へ競走馬を誘導）。49戦 
17勝。獲得賞金：約 1億５千万円。① 
1972 年に大井競馬場でﾃﾞﾋﾞｭｰ、6 戦全
勝を果たし、中央競馬移籍後も連勝、皐
月賞で勝利。③1996年、大井競馬場を
脱走。首都高速を３㎞疾走。ﾆｭｰｽになり
ました。④イチゴの銘柄⑤お米の銘柄。 

 ズ 


