
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京都品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011 
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail takahashi-shinji@spa.nifty.com 
URL http://www.takahashi-shinji.net/ 
☆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 

2010201020102010 年年年年 3333 月月月月    
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品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    
    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
新区民！ １年間の出生数？？ 

 品川区の１年間の出生数は何人でしょう
か？選んでください。また、死亡数は？ 

ちなみに平成 21（2009）年１月１日現在
の品川区の人口は、345,413 人でした。 
 
 

① 約 1500 人  
② 約 2000 人 
③ 約 2500 人  
④ 約 3000 人 

 
（品川区の統計 2009 より） 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、
早稲田実業高、早稲田大学（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。東京大学研究員、塾などを経て、
教師（早稲田実業高、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４月 無所属・新人として 
2541 票の支持をいただき初当選！ 

 しがらみのない無所属 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        

3/5 から平成 22 年度予算案を予算委員会で
審議しています（詳細は反対面をご参照下さ
い）。審議の一部をご報告いたします。 
 私の質問は、130 号から掲載の予定です。  
ＱＱＱＱ：：：：他議員他議員他議員他議員のののの質問質問質問質問        ＡＡＡＡ：：：：区側区側区側区側のののの答弁答弁答弁答弁    
☆☆☆☆：：：：私私私私のののの考考考考ええええ                        ◎◎◎◎：：：：予算額予算額予算額予算額    
 

平成 21 年度補正予算 

補正予算とは、年度途中で、経済状況の変化や
政策の変更で、本予算の内容を変更する予算で
す。予算を増減します。今回の補正は、補正前
の予算から 8231 万円減額しています。平成 21
年度予算の総額は、1410 億 7389 万円です。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：図書館費追加分図書館費追加分図書館費追加分図書館費追加分 100100100100 万円万円万円万円とはとはとはとは？？？？    
Ａ：三和テッキ株式会社さん（南品川６丁目）

から児童図書充実のために寄附されたもの。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：校地借地料校地借地料校地借地料校地借地料 874874874874 万円減額万円減額万円減額万円減額とはとはとはとは？？？？    
Ａ:城南小学校が借りていた寺院の土地を購入

（企業の土地も合わせ８億 2549 万円）したた
め、借地料が減ったことなど。 

ＱＱＱＱ::::区役所区役所区役所区役所のののの駐車場駐車場駐車場駐車場でででで入庫待入庫待入庫待入庫待ちちちち    
    渋滞渋滞渋滞渋滞がががが多多多多くくくく問題問題問題問題であるであるであるである。。。。    
Ａ:機能的に対応する。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：基金基金基金基金からからからから歳入歳入歳入歳入にににに入入入入れるれるれるれる予定予定予定予定    

がががが 10101010 億円少億円少億円少億円少なくなったがなくなったがなくなったがなくなったが。。。。    
Ａ：都営大井林町住宅跡の 

   

取得について約 16 億円の予定が約 10 億円の
費用で都から取得できたことなどによる。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：八潮南小学校跡八潮南小学校跡八潮南小学校跡八潮南小学校跡のののの区民活動交流施設整備区民活動交流施設整備区民活動交流施設整備区民活動交流施設整備

についてについてについてについて                            ◎◎◎◎6170617061706170 万円万円万円万円のののの減額減額減額減額    
    ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾗｳﾝﾄﾗｳﾝﾄﾗｳﾝﾄﾗｳﾝﾄﾞ゙゙゙があったところのがあったところのがあったところのがあったところの用途用途用途用途はははは？？？？    
Ａ：地域の方々のご意見を聞きながらどのよ

うに運用するか検討する。 

平成 22 年度予算：歳入 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：基金基金基金基金（（（（区区区区のののの貯金貯金貯金貯金））））についについについについてててて。。。。今後今後今後今後のののの見込見込見込見込はははは。。。。
◎◎◎◎20202020 年度末年度末年度末年度末のののの基金残高基金残高基金残高基金残高 771771771771 億億億億 9065906590659065 万円万円万円万円    

Ａ:今後も取り崩して活用する予定。22 年度末
は残高 537 億 2795 万円となる見込。今後 400
億円前後までに落ち込む見込。 

ＱＱＱＱ::::区民税滞納額区民税滞納額区民税滞納額区民税滞納額（（（（見込額見込額見込額見込額））））20202020 億億億億 7752775277527752 万円万円万円万円。。。。区区区区
内在住外国人内在住外国人内在住外国人内在住外国人はははは区民税滞納区民税滞納区民税滞納区民税滞納がががが多多多多いといといといと聞聞聞聞くくくくがががが。。。。    

Ａ:外国人は、それほど滞納していない。 
ＱＱＱＱ::::競馬組合競馬組合競馬組合競馬組合（（（（大井競馬場大井競馬場大井競馬場大井競馬場））））からのからのからのからの配給配給配給配給金金金金    

◎◎◎◎３３３３億億億億 740740740740 万円万円万円万円（（（（21212121 年度年度年度年度からからからから 600600600600 万円減万円減万円減万円減））））    
Ａ:３億円は競馬場が区内にあるため。売上増

加のため区ができることを検討する。 
ＱＱＱＱ::::やさしいまちづくりやさしいまちづくりやさしいまちづくりやさしいまちづくり計画推進費計画推進費計画推進費計画推進費（（（（東京東京東京東京

都都都都からのからのからのからの補助金補助金補助金補助金））））とはとはとはとは。。。。  ◎◎◎◎1995199519951995 万円万円万円万円 
Ａ:京急新馬場駅（北品川寄り改札口）エ 

レベータ３基設置助成のためのもの。別 
に区も 2375 万円を支出します。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

№127 2010 年 3 月 
発行所 品川区議会無所属クラブ 
発行者 高橋慎司（副幹事長） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！ 

無所属クラブ 
    区政報告 

月 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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！ クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：出生数は④3011 人
（平成 20 年内）。区では、今後５年
間の出生数を毎年約 3000 人と推計。
1 日当りでは 8.2 人。死亡数は、③
2513 人。１日当り 6.9 人です。 

 
今週の書架 

☆☆☆☆『『『『暴走育児暴走育児暴走育児暴走育児        
－－－－夫夫夫夫のののの知知知知らないらないらないらない妻妻妻妻とととと子子子子ののののｽｨｰﾄﾎｰﾑｽｨｰﾄﾎｰﾑｽｨｰﾄﾎｰﾑｽｨｰﾄﾎｰﾑ』』』』    
（（（（石川結貴石川結貴石川結貴石川結貴    ちくまちくまちくまちくま新書新書新書新書    720720720720 円円円円））））    

刺激的なタイトルです。目次に「お母様は
神様です」「コンビニ育児」「モンスターチ
ルドレン」「特別な親と言われたい」「カリ
スマパパの憂鬱」「少子化ビジネスの功罪」 
本書には著者のいう「危ない親子 
の実態」がたくさん。極端な例と 
もいえるかもしれませんが…。 

 

前号までは、区が提出した予算の概略をご報
告しました。この予算案を議会の予算特別委員
会で審議しています。3/5から3/23まで連日７
時間近くの審議です。 

各区議会議員が予算案の内 
容に関して質問し（１人当た 
り10分から20分）、行政側（役所の課長さん以
上の管理職＝理事者と言います）が答弁しま
す。審議後の3/26の本会議で採決があり、可決
されると『平成22年度予算』として成立します。 

 

今号から数号にわたり項目別（款別「カンベ
ツ」と呼びます）に行なわれる審議（質疑）の
一部をご紹介します。        
           予算規模は、約1391億

円（23区中10位）。。。。区民一
人当たり約40万円。 

歳入の27.3％を占める特別区民税特別区民税特別区民税特別区民税はははは、、、、379.5 
億円。区民一人当たり負担額は年間約11万円。 

その負担感に応じた政策の実現は？ 
皆さんは、他にも国税、都税なども納めています！          

 

 Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル資源売払収入資源売払収入資源売払収入資源売払収入    ◎◎◎◎7896789678967896 万円万円万円万円    
            平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度からからからから大幅減収大幅減収大幅減収大幅減収。。。。そのそのそのその理由理由理由理由はははは。。。。    
Ａ:回収したｽﾁｰﾙ缶・ｱﾙﾐ缶の売却単価が大幅

に下がったため。町会等の集団回収は、市
況と関係なく１kg 当り６円を維持する。 

 
 
 
 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：広報紙広報紙広報紙広報紙（『（『（『（『広報広報広報広報しながわしながわしながわしながわ』』』』等発行経費等発行経費等発行経費等発行経費    

                ◎◎◎◎1111 億億億億 3228322832283228 万円万円万円万円    
広報広報広報広報にあるにあるにあるにある航空写真航空写真航空写真航空写真のようなのようなのようなのような「「「「空空空空からからからから撮撮撮撮

影影影影したしたしたした映像映像映像映像」」」」のののの番組番組番組番組ををををｹｰﾌｹｰﾌｹｰﾌｹｰﾌﾞ゙゙゙ﾙﾃﾚﾋﾙﾃﾚﾋﾙﾃﾚﾋﾙﾃﾚﾋﾞ゙゙゙でででで製作製作製作製作をををを。。。。    
Ａ：まず、空からﾋﾞﾃﾞｵ撮影してみる。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：区民活動支援助成制度区民活動支援助成制度区民活動支援助成制度区民活動支援助成制度    
    ◎◎◎◎580580580580 万円万円万円万円    NPONPONPONPO にににに資金融資資金融資資金融資資金融資をををを    
Ａ:融資より助成と考えている。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：地区委員会運営費地区委員会運営費地区委員会運営費地区委員会運営費◎◎◎◎1288128812881288 万万万万    
    円円円円    年間何日活動年間何日活動年間何日活動年間何日活動しているかしているかしているかしているか。。。。    
Ａ:個別の委員の活動は把握して 

いないが年間約 120 事業ある 
ので、月に 10 事業。ほぼ毎週活動している 
 

と思われる。 
ＱＱＱＱ::::区庁舎区庁舎区庁舎区庁舎のののの食堂食堂食堂食堂のののの    

改善改善改善改善をををを。。。。 
Ａ: 22 年度は業者 

を変更する。９社 
から 1 社を選んだ。 
ﾒﾆｭｰが豊富。内定 
後に課長が試食した。☆期待しましょう！ 

ＱＱＱＱ::::駐車場駐車場駐車場駐車場のののの民間借民間借民間借民間借りりりり上上上上げげげげ◎◎◎◎420420420420 万円万円万円万円    電車電車電車電車でででで
来庁来庁来庁来庁するするするする方方方方にはにはにはには何何何何もももも支払支払支払支払わないのにわないのにわないのにわないのに、、、、車車車車でででで
来庁来庁来庁来庁するするするする方方方方のののの費用費用費用費用（（（（駐車代駐車代駐車代駐車代））））をををを区区区区がががが負担負担負担負担すすすす
るのはどうかるのはどうかるのはどうかるのはどうか？？？？検討検討検討検討をををを要望要望要望要望するするするする。。。。    

ＱＱＱＱ::::シルバーシルバーシルバーシルバー大学大学大学大学についてについてについてについて                ◎◎◎◎1113111311131113 万円万円万円万円    
Ａ:とても人気がある。受講者の平均 68～69

歳。男１：女２の割合。☆一層の充実を。 
 Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：区民斎場区民斎場区民斎場区民斎場（（（（なぎさなぎさなぎさなぎさ会館会館会館会館））））運営費運営費運営費運営費◎◎◎◎3691369136913691    

万円万円万円万円。。。。手手手手すりがすりがすりがすりが無無無無くてくてくてくて困困困困るというるというるというるという声声声声があるがあるがあるがある。。。。    
 Ａ:今後、改善について検討していく。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：地域活性化助成補助金地域活性化助成補助金地域活性化助成補助金地域活性化助成補助金とはとはとはとは。。。。◎◎◎◎2000200020002000 万円万円万円万円    
Ａ:区内 203 町会・自治会すべてに町会の規模

に応じて配分する予定。☆町会は、地域の
重要な共同体です。区の支援の充実を。 

   

 

総務費 
 徴税や庁舎管理など 

  ⇒195 億 7657 万円 


