☆☆品川区イズ 567☆☆
◇2021 年の成人式は…

567
品川区議会議員
６１
無所属
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12 月

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

品川区は、例年、成人の日に区主催の成人
式を開催しています。今年は、約 1,500 人が
大井町駅前のきゅりあん大ﾎｰﾙに一堂に会し
ました。７階のｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙで『小中学校時代の
恩師と再会』の企画もありました。
来年の 1/11 成人式の開催は？
①中止
②今年と同様の形式。
③きゅりあんで住所別に午前午後
2 部制で開催
④きゅりあんとスクエア荏原の
2 ヶ所で開催 ◎難易度☆☆
詳細は区議会ＨＰで

◎区民委員会
◇コンビニ交付拡大
➡戸籍証明書等のコンビニ交付開始
令和 3 年 1/12 より。
※マイナンバーカード必要です。
◇武蔵小山創業支援施設機能強化
➡店舗（改修）、交流スペース（新設）、
工房（新設）
◎予算額 1 億 310 万円
◇品川区スポーツ推進計画（素案）
パブリックコメント実施（12/1~）
➡今後 10 年間の施策の計画

◎厚生委員会（私が所属）
◇指定管理者の指定
➡区立の高齢者施設、障害者施設等の
22 施設を民間事業者に運営委託。
◇新型コロナウイルス感染症に関する保
健所・保健センターの対応
➡保健所、保健ｾﾝﾀｰの対応を報告。受診
相談数、区内患者数、まん延防止など、
☆品川区 HP の『品川区における新型ｺﾛ
ﾅｳｲﾙｽ感染症患者数等について』で最
新の感染者数、療養者数などを公表し
ています。
◇第 8 期品川区介護保険事業計画（案）
◇障害者の支援について

◎建設委員会
◇（仮称）品川区立環境学習
交流施設の検討状況
➡戸越公園（豊町 2 丁目）内に建設。
令和 4 年ｵｰﾌﾟﾝ予定。大型映像装置に
よる展示（小学生向け、未就学児向
け）、体験型展示、参加型展示など。
◎予算額 8 億 8,152 万円
◇しながわ区民公園（勝島）北側ｿﾞｰﾝ改修
➡令和 3~5 年度整備工事。桜の広場、
園路、少年野球場、ﾃﾆｽｺｰﾄ等の改修。
☆ｱﾝｹｰﾄを実施します（~来年１月）＝
公園内ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ、周辺住民、
区 HP で。

◎総務委員会
◇区職員の給与引き下げ
➡特別給（期末・勤勉手当）の支給
月数を 0.05 月引き下げ。職員、区
長、副区長、教育長、区議会議員。
☆いわゆるボーナスの引き下げです
◇品川区庁舎機能検討委員会実施状況
➡「求められる調査機能」「機能分類」
「導入機能のあるべき姿」について

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！

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。
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

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

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)。

◎文教委員会
◇令和 3 年度入学希望者
申請の状況
➡学校選択希望者が受入可能
数を超えた学校が抽選とな
りました。詳細は、区 HP をご覧下さい。
◇『しながわ教育大綱』の改訂
➡区の教育の目標・施策の根本的な方
針。品川区教育総合会議（教育委員
会と区長等）が改定。HP で公表。
◇区立学校における体罰等の実態把握
➡体罰 0 件。不適切な行為（不適
切な指導・暴言等）５件。
◇認可保育園の新規開設
➡南大井１丁目、小山３丁目

参考：
『広報しながわ 12/1』

☆職員数 2,674 人＝一般行政職 1,448 人、福祉職
（保育士等）727 人、幼稚園教諭等 73 人、他
☆１人当たり給与費 約 611 万円（含 ﾎﾞｰﾅｽ等）
①一般行政職：平均年齢
39.2 歳
平均給与月額 422,833 円（除 ﾎﾞｰﾅｽ）
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 186,700 円
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 265,204 円 324,680 円 356,700 円
④ﾎﾞｰﾅｽ:期末手当（2.6 ヶ月）
・勤勉手当（2.05 ヶ
月） ☆1 人当り平均支給額 約 156 万円

◇抽選校 ※太字は昨年度も抽選校
【小学校・義務教育学校（前期課程）】
大井第一小、鮫浜小、立会小、城南小、
御殿山小、第一日野小、芳水小、第三日野小、
山中小、浜川小、伊藤小、台場小、京陽小、
小山小、小山台小、第二延山小、八潮学園、
日野学園、品川学園、豊葉の杜学園
◎抽選校＝37 校中 20 校
【中学校・義務教育学校（後期課程）】
荏原第一中、戸越台中、大崎中、
東海中、浜川中、荏原第六中、
日野学園、品川学園、豊葉の杜学園
◎抽選校＝15 校中 9 校
補正予算＝当初予算（本予
算といいます）の成立（3
月）後に発生した理由から、本予算の内容を
変更（増額、減額等）するために組まれた予
算。行政（区）が提出し、議会の審議を経て
成立します。令和 2 年度５回目の編成です。
今回の補正予算額＝２億 6,152 万円増額

キーワード
11/27 に、補正予算が区から議会に提出
されました。その一部をご報告します。

◇令和２年度一般会計補正予算◇（一部）
（１）ＰＣＲ検査費用助成
①認知症高齢者グループホーム新規入所者
②特別養護老人ホーム新規入所者
◎予算額 120 万円
（２）医療・介護用ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞｸﾞﾗｽ購入
介護ｻｰﾋﾞｽに従事する全職員（約 2700 人）
◎予算額 237 万円
（３）中小企業への感染拡大防止支援
◎予算額 １億 585 万円
クイズの答え:③きゅりあんで２部制
による開催。1 部（10：30~）は「品
川・大井・八潮地区」の方、2 部
（13：30~）は「大崎・荏原地区」の
方。所要時間は 40 分程度の予定。ｹｰ
ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞや区公式 YouTube「しながわ
ﾈｯﾄ TV」で生放送・配信します。恩師
との交流会は無し。詳細は区 HP で。

（４）修学旅行キャンセル料等
◎予算額 351 万円
（５）区内の子ども食堂への運営費補助
食事提供、感染防止対策等
◎予算額 275 万円
☆補正予算はｺﾛﾅ対策が中心
です。区議会に提出された議
案（含：補正予算）の採決は、
12/10 の予定です。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前

◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
◎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
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆各 7:00-9:30 頃

