☆☆ 品川区イズ 602☆☆
◇品川区職員の退職手当（≒退職金）

No.

602

2021 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 ☆☆☆
2021（令和３）年の品川区政を振り返
ります！
☆私のコメント ※写真は区㏋等より

３月・新型コロナウイルスワクチン接種
コールセンター設置
４月・4/26 新型コロナワクチン接種開始
特別養護老人ホーム入所者（65 歳以
上）から
５月・5/24 集団接種会場でのﾜｸﾁﾝ接種開始
最大 19 ヶ所。約千人の職員が従事
７月・7/26 ワクチンパスポート交付開始
戸籍住民課と地域センターで
８月・8/1 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症第５波
感染者急増。全職員体制で対応
11 月・11/18 区内在住医療従事者に 3 回目
接種券送付
12 月・12/16※2 回目接種が確認できない方
へ「接種歴確認のお知らせ」送付
☆３年 6 月以降に 2 回目接種
を終えた方への接種券は、
4 年 1 月以降、順次発送す
る予定です。

５月・天王洲でﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ国際大会
初の無観客試合開催
６月・聖火リレートーチ、区内で限定展示
７月・オリンピック聖火リレー点火セレ
モニー開催（品川中央公園）
7/23-8/8・オリンピック開催
ホッケー（大井ホッケー場）、ビー
チバレー（潮風公園）区内実施
・ﾎｯｹｰ日本代表選手団区へ感謝の訪問
８月・ｺﾛﾝﾋﾞｱ共和国パラ・ﾊﾟﾜｰリフティング、
ﾎﾞｯﾁｬ両選手団が区内で事前ｷｬﾝﾌﾟ
8/24-9/5・パラリンピック開催
品川区応援競技のﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ（５
人制）実施
・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ日本代表選手団が
区長表敬訪問
（区 HP より）
11/8・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ日本
選手権開催
☆コロナ禍の開催でした。

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
◇令和 3 年度子育て世帯への臨時特別給付

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)。

品川区は、当初、現金とクーポン券の 5 万円ずつ
計 10 万円を給付する予定でしたが、すべて現金給
付とし 10 万円の一括給付とすることを 12/20 に
決定しました。(※23（木）に区議会で審議します)
品川区で令和 3 年 9 月分の児童手当（本則給付）
を受給している方へ、区議会の議決後、案内通知を
発送する予定です。その方々には、申請不要で、令
和 3 年 12/28 日（火）に、児童 1 人につき 10 万
円を児童手当の受給口座に振込みます。また、次に
あげる方々は申請が必要です。①平成 15 年 4 月 2
日～平成 18 年 4 月 1 日生まれの児童の保護者。
②所属庁から児童手当（本則給付）を受給している
公務員等（12/21 区 HP）☆601 号の報告の変更です
☆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!！

２月・城南小学校・幼稚園（南品川２丁目）
新校舎落成式
３月・後地小学校新校舎落成式
（うしろじ。小山２丁目）
４月・南ゆたか児童センター、南
ゆたか保育園リニューアルオープン
６月・区立図書館「電子図書館・音楽データ
ベース」利用開始
10 月・「子育てメッセ 2021」開催（ｵﾝﾗｲﾝ）
11 月・区立学校で「SHINAGAWA GLOBAL
DAY」開催 英語など公開授業等
12 月・屋形船からホッケー
体験まで６，９年
生思い出作り事業
スタート
子育てメッセ
（区 HP より）
1/11・成人式記念式典ｵﾝﾗｲﾝ開催
3/11・東日本大震災から 10 年
4 月・生理用品を配布「優しさをか
たちにプロジェクト」始動
７月・区役所窓口の一部でキャッ
シュレス決済導入
・手話言語条例制定

１月・「飲食店・医療従事者応援
プロジェクト」スタート
２月・しながわ区民公園南側ゾーン完成
10 月・しながわ水族館 30 周年記念ｾﾚﾓﾆｰ
・補助 26 号線（二葉 1 丁目～）開通
11 月・区内一斉防災訓練
・新庁舎整備基本構想が区長へ提出される
・区内橋梁（りょう）ライトアップ再開

10/31・衆議院議員
選挙
11 月・区立伊藤学園
鈴ヶ森小（区
（大井）8 年
議会 HP より）
生、職場訪問受入れ
・区立中延小学校 ６年生、本会議傍聴。
３年生、本会議場見学
・品川女子学院の中 1 生と意見交換会
12 月・区立鈴ヶ森小学校（南大井。写真↑）
３年生、本会議場見学
・区議会防災訓練（議員が防災服で訓練）
・学校地域コーディネーターと意見交換

今年最終号です。新年は 1/６（木）にｽﾀｰﾄ予定です
クイズの答え：③2,061 万円（令和
２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！

