☆☆品川区イズ 584☆☆
◇東京都議会議員選挙◇

No.

584

2021 年

6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

次のうち、正しいもの選んで
下さい（複数）。 注：都議選は
6/25 告示（選挙ｽﾀｰﾄ）、7/4 投票。
①7/4 生まれで 18 歳になる人は選挙権有。
②7/5 生まれで 18 歳になる人は選挙権有。
③7/6 生まれで 18 歳になる人は選挙権有。
④タモリ氏は目黒区に住んでいますが、品
川区の都議選に立候補できる。
⑤都議選の供託金は、30 万円である。
供託金：立候補するために一時的に預け
るお金。
◎難易度☆☆☆☆

少し

☆7/4（日）投開票の
都議会議員選挙特
集です。
参考：都議会 HP

Ｑ:都議員の待遇って？
都議会
品川区議会
年収（報酬）
1,372 万円
約 932 万円
議長 1,706 万円 議長 1,436 万円
月 額 ※ 手 取 り 額 約 85 万円
約 60 万円
ではありません
退職金・議員年金
無
無
政務活動費（月額）
50 万円
19 万円
（参考）首長：年収 【都知事】
【区長】
退職金（1 期 4 年 年収 1,448 万円 年収 1,918 万円
ごと） 退職金（１期） 退職金（１期）
約 1,800 万円
約 2200 万円
現区長は４期目
議員が使える公 議員が使える公
用車あり（９台） 用車なし。
公用車
議長車は有り。
127 人：品川区 40 人
定数
からは 4 人選出
任期

4年

4年

平均年齢

49.3 歳

51.8 歳

最年長・最年少議員

70 歳・27 歳

69 歳・31 歳

女性割合

29％（37 人）

28％（11 人）

2017 年当時

2021 年現在

※年齢は…

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。

キーワード
政務活動費＝議員報酬（給料）とは
別に調査研究に必要な経費とし
て会派や議員に支給されます。金
額や使途基準などは各自治体が
条例で決めます。
☆ 都議会 では、「事務所費」（家賃
等）、「会議費」としてお弁当代、
「新年会など」の会費の支出など
品川区議会より広い範囲で認め
られています。月額 50 万円。
品川区議会では、政務活動に関係
ない品川区支出（事務所費、お弁
当代・新年会などの飲食等）は認
められていません。領収書は、１
円から提出し、使途は、議長や議
会事務局のチェックを受けてい
ます。月額 19 万円。私は、
適切な支出をしています。

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

品川区、ワクチン接種情報

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)。

◇5/24～ 集団接種会場で 75 歳以上へ接種中
6/14～ 65 歳以上の接種予約開始：接種 6/15~
【今後の予定】
（6/7 時点の情報）
・個別接種会場開設 6/21（月）～（予定）
病院名を公表する予定ですが、予約方法も
含め、どのような形式になるか調整中です
※個別接種＝身近な診療所や病院で接種
する方法です。
・64 歳以下への接種券発送 6/29（火）～
予約開始は、7 月上旬の予定です。
☆接種会場追加、予約枠増加などの変更が日々行わ
れています。区の HP で最新情報のご確認を。

Ｑ:本会議って？
定例会

臨時会

都議会
◎2，6，9，11 月
本会議・委員会を開催
〇その他の月にも
委員会があります
必要な場合に開く

キーワード
品川区議会
同左

同左

Ｑ:委員会って？
都議会
品川区議会
常任
総務、財政、文教、都 総務、区民、
委員会
市整備、厚生、経済・ 厚生（私が所属）、
港湾、環境・建設、公 建設、文教
営企業、警察・消防
特別
予算、各会計決算、公 予算、決算、
委員会
営企業決算、ｵﾘﾝﾋﾟｯ 行財政改革、
ｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進対策 災害・環境対策
〇議会は、基本的に委員会での審議が中心です。
各議員が委員会に所属して 1 年間審議します。
☆行政（役所）が提出した議案（＝予算
案や条例案）の審議や仕事について
調査（話し合い）をしています。今後
も解決すべき重要課題が山積です。
都議会議事堂
（本会議場）
クイズの答え：①②④。②民法では 7/5
生まれは、7/4 に満 18 歳になるとみな
しますので投票できます。4/1 生まれ
の人が、前日 3/31 生まれの人と同じ
学年になるのと同じルールです。期日
前投票（６/26～）や不在者投票は、
別に細かなﾙｰﾙがあります。③は誤り。
④都内に 3 ヶ月以上住んでいれば、ど
この選挙区でも立候補 OK です。⑤は
誤り。都道府県議会議員選挙の供託金
は 60 万円。区議会議員選挙の供託金が
30 万円です。

定例会＝毎年決まった時期に開催。
本会議・委員会を開催します
本会議＝全議員が集まって開く会
議。役所の計画や予算に対して
賛成か反対かを決定します。
委員会＝すべてのことを全員で話し
合うのは時間がかかリ、能率も
悪いので、少人数の委員会で専
門的に話し合います。
常任委員会＝役所の仕事を専門に分
け担当し、議員はどれか１つに所
属します。
・都議会➡９つの委員会
・品川区➡５つの委員会
特別委員会＝必要に応じて設置。特
定のことについて話し合います。
知事

提
出 都議会

予算案
条例案
※区議会も
同じ流れです

本
会
議

審議
委
員
会

本
会
議

採決（多数決）

◇前回（2017 年）投票率
・品川区 51.99％（前々回：2013 年 42.7％）
2 人に 1 人の棄権は、大きな課題です。
投票に行きましょう！
◇選挙期間中（6/25-7/3）は、政治活動が制限
されますので『区政報告』配布をお休みします。
・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

