☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇エコクイズです！
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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

１．品川区から出る 1 日のごみの量は？
①約 50 トン ②約 100 トン
③約 200 ﾄﾝ ※自家用車＝約１～1.5 ﾄﾝ
２．レジ袋 10 枚を作るのにどのくらいの石油が
必要でしょうか。
①ｽﾌﾟｰﾝ大さじ一杯分
②おちょこ一杯分
③ｺｯﾌﾟ一杯分
◎難易度☆☆☆
参考：『品川区
ごみ・ﾘｻｲｸﾙ通信』
※品川区の１年間の
収入を“歳入“といいます

決算特別委員会では、区が決算を議会に提出
し、前年度（26 年度）の予算が適正に執行された
かを審議します。10/2～20 に連日約７時間の質疑
を行い、10/23 に議会が可決（認定）しました。
26 年度の歳入・歳出に関連して 27 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。35 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、373 号に掲載します。
Ｑ：他議員 の質問 Ａ：区の答弁
◎平成 26 年度決算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ

☆一般会計規模は 23 区の中で 11 位です。
・歳入 1 年間の収入の決算額 ※区民約 37 万人
☆区民１人当たり 約 38.8 万円

1443 億 8173 万 1424 円
（25 年度 1334 億 2248 万 1287 円）
・歳出 1 年間の支出の決算額
☆区民１人当たり 約 37.7 万円

1404 億 26 万 1139 円
（25 年度 1300 億 7713 万 8323 円）
・27 年度への繰越額

２億 5300 万円
（25 年度１億 6265 万円）

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。

Q：《特別区民税の増収》
特別区民税（＝区民として区に
納入する税金）が前年比 4.9％増
のプラス 19 億円。その背景は？
A： ①人口が増えている（※平成 27 年
10/1 現在：約 37.6 万人）ことに合わせて、
納税義務者（＝区民税を納入すべき人。人
口の約半分）が増加している。特に 40 代
が増えている。②税の滞納整理が進み、徴
◎難易度☆☆☆☆
収率が 97.72％である。◎特別区民税
25
年度約 382.8 億円⇒26 年度約 401.6 億円
☆特別区民税は３年連続の増収です。しかし、
国では、税制の変更（※法人住民税の国税
化）を計画しています。その影響が歳入に及
び、今後、23 区平均で約 20～40 億円の減
収と言われています。国に反対するとともに、
減収に対応できるような備えが必要です。

Q：《水神公園地下駐輪場》
工事等の進捗（しんちょく）状況と予定は？
A：現在、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの本調査中。来年 3 月に
工事業者と契約。3 月下旬に町会長に説
明。4 月中旬に住民説明会を丁寧に行う。5
月上旬に着工、29 年 4 月に運用開始予定。

高橋しんじプロフィール
平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58 票差）のご支持を頂き、現在３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）。『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

ちょっとした話ながわ
◇セブンと高齢者見守り
発行者 高橋しんじ
〒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
(郵送他)いたします。ご連絡下さい。

品川区はｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ、品川区社会福祉協議
会と連携して、高齢者の見守りｻｰﾋﾞｽを 11/2 から始
める。ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝの店舗ｽﾀｯﾌが宅配商品の宅配時
などに注文した高齢者の安否を確認し、安心して暮
らせる環境を整える。都内の自治体が同社と協定を
結ぶのは初めて。対象は区内でひとり暮らしする高
齢者で、食事を宅配する「ｾﾌﾞﾝﾐｰﾙ」利用者等約 200
人。見守り活動を行うのは、区内に 68 店舗あるｾﾌﾞ
ﾝｲﾚﾌﾞﾝのｽﾀｯﾌ約 200 人。参考：日経 10/28

185 億 2829 万円 歳出の 13.1％
※総務費＝徴税・庁舎管理・防災
A： 指定場所周辺は、禁止。その他は努力
等、多岐にわたる支出分野です
義務。武蔵小山は、26 年度まで設置してい
たが、夜間にたまり場となってお酒を飲ん
Q：《18 歳選挙権》 来年です
だり、喫煙所周辺でポイ捨てがあり、地元
①都立八潮高校で出前選挙、模
からの撤去要望で撤去した。そのため、現
擬選挙が実施された。参加し
在、新たな喫煙場所は考えていない。
た生徒のｱﾝｹｰﾄ結果は？
◎歩行喫煙防止推進経費 5239 万円
②区内小中学校での実施予定は。 区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより
☆特別区たばこ税は、約 35 億円。貴重な区の税
③20 歳の区民に送るﾊﾞｰｽディ
源ですが、区内での喫煙ﾙｰﾙの周知徹底と、
ｶｰﾄﾞは、18，19 歳にも拡大すべき。
分煙等の環境整備は区の大切な役割です。
A： ①今後投票に行こうと思う⇒58.4％、
興味関心を持った⇒76.6％、おおむね好意
的、実践的だった。しかし、内容の理解度は、
50 数％。今後に生かしたい。②4，5 校は、
今年度内に実施したい。③ﾊﾞｰｽディカード
は、区民の皆さんに 20 歳の誕生日の前月に
おめでとうのｶｰﾄﾞと選挙啓発のものを送る
事業。対象が 18 歳以上となり 4000 人以上増
える。全員に届くように工夫、検討したい。
◎選挙啓発費 317 万円
☆出前選挙については、369 号でご報告しまし
た。選挙管理委員会の事業です。良い事業です
が、まだまだ課題があるので、改善を求めます。

Q：《喫煙所》 ﾙｰﾙの周知徹底を。

Q：《広報しながわ》お読み頂けていますか？
①発行部数と発行経費は？②高齢者・障害をお
持ちの方などへは、どうしているか。③区のﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞへのアクセス件数は？区民への情報発
信についてどう考えているか。
A：①広報紙発行経費（年 41 回。
各 14 万部）＝1 億 1607 万円。
新聞折り込み＝約 12 万部
（折込委託経費 2875 万円）。新
聞購読者が減少しているので、新
聞折り込み数は、年々減少してい
る。駅等のﾗｯｸ＝約 2 万部（配送
経費 375 万円）。②申し出頂ければ、配送す
る。現在の戸別配送は、約 700 部。③総ｱｸｾｽ
数は、約 443 万件。増えている。ﾒｰﾙ配信、
ﾂｲｯﾀｰ、緊急情報システム配信等も行ってい
る。その他の媒体も研究していく。
◎ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等経費 3848 万円
☆区の世帯数は、約 20 万 8000 世帯。社会状況
も変化し、受け手側が様々。広く、しっかりと伝
わるように多くの手法（広報の配布方法、その
他の発信）で、区からの情報発信の工夫を！

区内は、歩行喫煙全面禁止。
また、４か所が路上喫煙禁止
地区（大崎駅周辺、五反田駅
周辺、青物横丁駅周辺、大井
町駅周辺）である。しかし、喫煙所は、大崎、
五反田、大井町しかない。路上で喫煙してい
る方もいる。鉄道事業者や民間と協力して、
ﾙｰﾙ周知と武蔵小山、青物横丁に喫煙所整
備を。
クイズの答え：１．③200 トン（平成
26 年度）。10 年前の平成 15 年度は、247
トンでした。ごみと資源の分別によっ
て約 20％の減量です！２．③ｺｯﾌﾟ一杯 ◎『区政報告』をお配りしています。
（約 200 ㏄）。レジ袋は、運ばれてくる ◎議会等の事情で変更する場合があります。
時も捨てられる時も石油が使われてい ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
ます。限りある石油資源、大切に！

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
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

