☆☆ 品川区イズ 569☆☆
◇品川区職員の退職手当（≒退職金）

No.

569

2020 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 歳で定年退職
等）の 1 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 ☆☆☆
2020（令和２）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

２月・2/3 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部設置
・帰国者・接触者外来電話相談ｾﾝﾀｰ設置
・感染拡大に伴う区立施設等の利用料等
返還
・感染拡大防止のため登園自粛に
おける保育料の減免に伴う還付
３月・3/3 から区立学校一斉休業
・3/13 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策特別措置法成立
４月・4/7 緊急事態宣言－東京、神奈川、埼
玉、千葉、大阪、兵庫、福岡７都府県
・4/8『ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急事態宣言を
受けての品川区基本方針』決定
・4/9 区職員在宅勤務実施
・４/16 緊急事態宣言全国拡大
５月・5/12 品川区 PCR センター開設
区役所駐車場内 【6,559 万円】
・５/14 に東京など 8 都道府県を除き 39
県で緊急事態宣言解除
・5/25 首都圏 1 都 3 県
と北海道の緊急事態宣
言解除⇒全国で解除

・中小企業向け緊急資金「経営
変化対策資金 2020」大幅
拡充
６月・6/29 区立学校全学年で
一斉登校開始
・保険料減額免除、税金徴収猶予対応
・子育て世帯への臨時特別給付金
８~11 月・区民全員対象「しながわ活力応援
給付金」給付
区民 1 人あたり 3 万円（中学生以
下 5 万円）【411 億 7,000 億円】
9 月・新ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｸﾞｯｽﾞ「接触
冷感ﾌｪｲｽｶﾊﾞｰ」を有償頒布
☆新型ｺﾛﾅ感染症対策補正予算☆
3・4・5・6・9・12 月
合計 622 億 5,770 万円
令和２年４月当初の品川区の予算は、
一般会計 1,883 億 2,500 万円。そ
の約 1/3 を補正予算でさらに支出
しました。まさに緊急事態です。

高橋しんじプロフィール

PCR 検査（ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ）

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
◇区民の税負担の状況 『広報しながわ 12/21』

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)。

区では、年 2 回、区の財政状況を知らせています。
今回は、令和元年度の決算等が掲載されています。
その中の「区民の税負担の状況」です。
特別区民税は、皆さんから区へ納めていただいて
います。歳入（区の収入）の 20.5％を占め
る重要な税収です。人口や世帯数で割った
1 年間の負担額は以下の通りです。今後も
大切な区民税の適切な支出を求めて参ります。
１人当たり負担額
令和２年度
令和元年度
（赤ちゃんも）⇒
125,646 円
119,260 円
１世帯当たり負担額
223,621 円
212,594 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、本当に元気をいただきまし
た！ 来年もガンバリます!！

1 月・荏原平塚学園開校 10 周年記念式典
3･㋅・区立学校でのコロナ対策
3/3 から約 3 ヶ月休業。
ｵﾝﾗｲﾝ授業ｼｽﾃﾑ、体温測定
器配備等、6/1~分散登校
6/29~全学年一斉登校開始
４月・子ども家庭支援センターｵｰﾌﾟﾝ
☆18 歳未満の子どもと家庭に関する
あらゆる相談や児童虐待に関する相
談等を行い、子育てを支援する。
5 月・臨時休校中の在宅学習支援
昼食代支給 【8,128 万円】
9・10 月・少年野球ﾁｰﾑ都大会優勝
立会キングス（中学生）、
旗の台クラブ（小学生）
11 月・品川学園 開校 10 周年記念式典
・鈴ヶ森小学校開校 70 周年記念式典
・浅間台小学校開校 100 周年記念式典
・子育てメッセ 2020 オンライン開催

４月~・医療関係者等を応援するため
橋をライトアップ
9 月・「第 11 回スポ GOMI in 大井」開催
－ゴミ拾いはｽﾎﾟｰﾂだ！

８月・30%ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付区内
商品券販売
【1 億 7,754 万円】
７月・しながわ水族館「新・足摺海洋館
STAOUMU」ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ記念水槽
12 月・五反田リバーステーションオープン
大崎橋広場と五反田船着き場です。
11 月・乗船料半額「ENJOY しながわ屋形船
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」ｽﾀｰﾄ
【5,030 万円】

1 月・区立伊藤学園
（大井）職場
訪問の受入れ
7 月・東京都知事選挙（投票率 56.2％）
9 月・議会報告会準備会議など（ｵﾝﾗｲﾝ会議）
11 月・区立立会小学校（東大井）本会議場見学
・品川女子学院の中 1 生と意見交換会（⇧）
・区議会ﾎｯｹｰ応援議員連盟主催議員研修会
開催。「ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝからﾎｯｹｰを学ぶ」
12 月・区立清水台小学校（旗の台）本会議傍聴
・区議会防災訓練
・議員研修会「感染症対策と地域の活動支援」

今年最終号です。新年は 1/14（木）にｽﾀｰﾄ予定です
クイズの答え：③2,057 万円（平成
31 年度退職者平均支給額）。退職金：
区長⇒１期（4 年）で約 2,202 万円
月・水 ＪＲ大井町駅前
（給料約 114 万円×在職年数 4 年×
火 京急青物横丁駅前
4.8）、副区長（2 人）⇒1 期（4 年） ◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
で約 1,252 万円（給料約 92 万円×在 ◎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
職年数 4 年×3.4）。区議会議員⇒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
金は無し。議員としての年金も無し。

朝、駅前にいます！

