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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

新成人 2552 人のうち約 1300 人が参加。
小中学校の恩師との再会、豪華景品が当たる
ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑなどのｲﾍﾞﾝﾄを楽しみました。
さて、記念式典で華やかな演奏（写真）を
した区内の私立学校
はどこでしょうか？
①品川女子学院
ほうゆう
②朋 優 学院
③青稜高校
④小野学園
◎難易度 ☆☆☆
☆☆☆

―歳入－
歳入－

決算特別委員会報告①
決算特別委員会報告①
※品川区の１年間の収入を
“歳入“といいます
決算特別委員会とは、区が決算を議会に提出
し、前年度（25 年度）の予算が適正に執行された
かを審議します。昨年 11/4～18 に連日約７時間
の質疑を行い、11/21 に議会が可決（認定）しま
した。25 年度の歳入・歳出に関連して
関連して 26 年度施
策の状況や今後の 施策 の展望 等 も質疑 しま し
た。議会の区に対するチェック機能を発揮する大切
な機会です。40 人の議員が一人原則 10 分の質問
をします。その質疑の一部を４回でご報告しま
す。※私の質問は、339 号に掲載します。
Ｑ：他議員の質問 Ａ：区の答弁
◎平成 25 年度決算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ
☆私のｺﾒﾝﾄ

Q：《保育料の変更》
新制度のもと 2015 年 4 月から保育園の保
育料の基準が所得税から住民税に変わるこ
とと年少扶養控除が無くなるので影響があ
る。現在の『保育園のご案内』に掲載の保育
料を４月の段階で変更できるのか。

A.現状の保育料を踏まえ、過度の負担が強い
られないように十分に検討し、
条例案として提出する。
◎保育園保育料 17 億 3823 万円
☆保護者にとって急激な負担増に
ならないような配慮を求めます。

Q：《JR 東日本、りんかい線を買収？》
☆一般会計規模は 23 区でおおむね
区でおおむね中位です。
おおむね中位です。
・ 歳入 1 年間の収入の決算額

1334 億 2248 万 1287 円
（24 年度 1328 億 2250 万 486 円）
※区民１人当たり 約 37.6 万円
・歳出
歳出 1 年間の支出の決算額

1300 億 7713 万 8323 円
（24 年度 1291 億 7566 万 3360 円）
※区民１人当たり 約 36.1 万円
・26 年度への繰越額

1 億 6265 万円
（24 年度５億 9443 万円）

高 橋しんじ 事 務所
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
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
検索

品川区 高橋しんじ

☆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。

夏（注：2014 年８月）に JR がりんかい線を買
収するということが新聞等で記事になってい
た。区は、行政・株主として把握しているか。
A.JR でそういった構想があるということだ
が、りんかい線には話をしてないという
ことで、これから調整されるという認識
である。◎東京臨海高速鉄道株式会社（り
（り
んかい線）
んかい線）貸付金返還金
貸付金返還金 １億８千万円
１億８千万円

高橋しんじプロフィール

平成 23 年 4 月 5,232 票のご支持をいただ
き、現在２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４月、無
所属・新人として初当選（2541 票）。

『議員力検定１級』（22
（22 年 12 月合格）
☆初心を忘れずにガンバります！
しがらみのない無所属

ちょっとした話ながわ
◇危険ドラッグ 荏原消防署員使用容疑

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

４階

☆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(
☆ご希望の方に『区政報告』をお届け(郵
送他)
送他)いたします。ご連絡ください。

指定薬物を含む危険ドラッグを所持、使用し
たとして、警視庁四谷署は、8 日東京消防庁荏原
消防署の消防士長（48）を薬事法違反容疑で再
逮捕したと発表した。同署によると「知らない
男に渡されたものを持っていただけ」と容疑を
否認しているという。
参考：1/8
参考：1/8 毎日新聞
☆区内では、1/8 に東大井で
殺人事件、1/10 に五反田で
殺人未遂事件がおきてます。

決算特別委員会報告
歳出：
歳出：項目別に
項目別に審査します
審査します
《区役所の日曜開庁》 評価と課題は？

「ハーブ」の例

―総務費―
200 億 451 万円
※徴税・庁舎管理・防災など
多岐にわたる支出です

Ａ：利用者は一日 600 人前後。平日
《五反田駅周辺の客引き》
来庁できない方々へのｻｰﾋﾞｽとし
①都の迷惑防止条例で客引きを中止できる
て区は大変自信を持っている。
が区内で適用された例は。②五反田の客引
課題は、住民票・戸籍以外の保育
きの実態は？条例提案に向けて取り組みを。
園関係、高齢者関係、障害者関係 1968 年落成当日
などの業務ついて、どのように拡 （『ｗｅｂ写真館』） Ａ：①25，26 年中に検挙例はない。②夜８時位
大していくか、である。
から居酒屋、風俗関係の客引きが 50～60 名ほ
☆休日出勤した職員は、代休を取るので、開庁に関
どでている。住みやすい地域にするために条
わる休日出勤手当等の費用はかかっていません。
例制定に向けて頑張る。
☆客引き等の防止条例は、新宿区、大田区、千代
《10 月の選挙》
田区、墨田区、渋谷区などで制定されています。
区長選挙、区議会議員補欠選挙の投票率が
品川区でも制定を！
大変低かった（注：23.2％）。選挙管理委員
会の考えは？また、駅や商業施設の利用
《臨海斎場について》
など期日前投票のしやすさの検討を。
①運営負担金１億１千万円の使い道は。②
Ａ：投票日当日に激しい雨だったので低くなっ
利用に際して大変込み合っていると聞くが。
たと思っている。期日前投票はかなりの高率
だったので残念な結果だった。ｽﾍﾟｰｽの問題な
Ａ：①平成 13 年の初期建設費である。５区で分
ど総合的に検討していきたい。とりあえずは、
担して平成 30 年まで返済する予定。②火葬場
今の地域ｾﾝﾀｰ 13 ヶ所、本庁の 1 ヶ所を利用し
部分は一日 25 体火葬できるが、お昼前後が
てもらう形で啓発を強化する。
90％以上の執行率で混んでいる。
◎選挙経費 2 億 2736 万円（26
万円（26 年度予算）
◎臨海斎場運営費 １億 4323 万円
☆11 月の委員会で区は、このように答弁しました
☆臨海斎場（大田区東海）は品川区、港区、目黒
が、直後の 12 月衆院選の投票率は、豪雨では
区、大田区、世田谷区の５区が共同で設置・運営
ないが、53.76%で低投票率の心配が現実となり
する施設で火葬・葬儀ができます。
ました。今年 4 月の統一地方選で、効果を確実に
上げる斬新な投票率向上の啓発策を求めます。
クイズの答え：
クイズの答え：①品川女子学院吹奏
楽部です。ここ数年、区の成人式に
楽部
参加しています。式では、本物の投
票箱や投票用紙を使った、明るい選
挙推進協議会による選挙啓発「模擬
選挙」も実施されました。
選挙」

月・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 火
京急青物横丁駅前
◎『区政報告』
『区政報告』をお配りしています。
『区政報告』
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

