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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。 
 

高 事 橋しんじ 務所 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
◇このマークは？ 

  
写真のようにカバン 

につけているマークは、 
何というもので、どの 
ような意味があるでし 
ょうか？ 
 
 
 

◎難易度☆☆☆☆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎難易度☆☆☆☆ 

2016 年 11 月 

 しがらみのない無所属 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

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！ 

高橋しんじプロフィール  

  
 

☆一般会計規模は 23 区の中で 10 位です。 
・歳入 1 年間の収入の決算額※区民約 38 万人 
 ☆区民１人当たり 約 39.8 万円 

1502億 9818 万 5357円 
（26 年度 1443 億 8173 万 1424 円） 

・歳出 1 年間の支出の決算額 
 ☆区民１人当たり 約 38.4 万円 

区は、区民 1 人（赤ちゃんも含め）に対して
約 38 万円分のサービスを行っています。 

1452億 4792 万 7円 
（26 年度 1404 億 26 万 1139 円） 

 

決算特別委員会とは、区が決算を議会に提出
し、前年度（27 年度）の予算が適正に執行された
かを審議する場です。10/4～19 に連日約７時間の
質疑を行い、10/24 に議会が可決（認定）しまし
た。27 年度の歳入・歳出に関連して 28 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、まとめて 412 号に掲載します。 

Ｑ：他議員の質問 Ａ：区の答弁  
◎平成 27 年度決算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ  
 

※品川区の１年間の 
収入を“歳入“といいます 

 
Q：《特別区民税の今後の見通しは》 
①特別区民税（＝区民として区に納入 
する税金、約 444 億円）が前年比 1.1 
％増のプラス約６億 5 千万円。今後 
の状況は。②ふるさと納税の影響は？ 

A： ①人口が増えている（※平成 28 年
11/1 現在：約 38.2 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。人口推計で
は、人口増の予測なので、今後の区民税増
収の要因である。②区から他自治体へ流出
した税額は５億７千万円。区へは、約 33 万
円入っただけである。 

☆特別区民税は４年連続の増収。しかし、国が
税制の変更（※法人住民税の国税化）を計
画中で、今後、23 区平均で約 20～40 億円
の減収の影響があると言われています。減収
に対応できるような備えが必要です。 

Q：《防災基金》 
 防災のための基金（＝貯金）をどう進めるか？ 

A：熊本地震で復旧費用が 1000 億円かか
り、神戸大震災でも予算が大幅に増加する
など、必要な財源を確保する必要がある。 
☆私が以前、提案した基金が実現しました。 

No.409 
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第 4回定例会の本会 

議で一般質問します。 
11月 25日（金） 
 10：40分ごろ～。 
☆ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾞで生中継 
  します。 
 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞでは、録画放送（放送日未定。 
だいたい一週間後）でご覧頂けます。 

☆頑張ります!! 

 
 
 

 
 

発行者 高橋しんじ 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆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。 
 
 
 
 
 
 

月・水 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』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、駅前にいます！ 

241億 9961万円 歳出の 16.7％ 

※総務費＝徴税・庁舎管理・防災 

等、多岐にわたる支出分野です 

A： 現在、ﾎﾟｹﾓﾝ GOによる区内での混 
乱の報告はないが、ﾌﾞｰﾑは続いているの 
で、庁内の各部署、警察・消防、鉄道事 
業者と連携して適切に対処していく。   

◎危機管理室経費 1291万円 
 

Q：《ﾎﾟｹﾓﾝ、NO？》 
 「ﾎﾟｹﾓﾝ GO」について。私有地への侵入、 
歩きｽﾏﾎ、ごみの放置等、ﾏﾅｰについて 
報道されている。区の危機管理上の考えは。 
      
 

A：この広場は、学校運動場・防災拠点とい
う利用目的から、広い広場が必要という要望
がある。また、ｽﾎﾟｰﾂもﾎﾞｰﾙ遊びもして頂き
たいので、あのような形態になっている。 
塀を設けるのは難しい。何かできないかを

関係部署で考えさせて頂きたい。 
☆現状は、利用者双方 
の注意喚起を区が促 
しています。利用者の 
皆さん、ご協力願いま 
す。 

A： ①現在、大井町駅前と公園 6ヶ所に整
備。ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの登録は必要だが、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等
の制限はない。整備箇所数の計画はないが、
主要駅や、ちょっと難しいかもしれないが、
公園の増設を図りたい。②大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは組
織委員会、都市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは東京都が組織す
る。2年前から募集すると聞いているが、外
国人に関しての情報は得ていない。区とし
て、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集は、お任せするとして、多
くの外国人がみえるので、いかにおもてな
しをするか、ということに取り組んでいる。 

◎Wi‐Fi ｽﾎﾟｯﾄ整備 4736 万円 
 ☆区は、五輪に限らず、日常のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや災害
時の派遣・備えなど、ﾎﾞﾞﾗﾝﾃｨｱの受け入れ、派
遣の体制づくりは、消極的で不十分です。 

Q：《リオ五輪》 
リオ五輪の視察の報告 

から。①Wi‐Fi ｽﾎﾟｯﾄが 
整備されていなかった 
ので、容易に接続でき 
ず、ｽﾏﾎ等の使用が不便だった。区の今後
の整備計画は。②5 万人のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱがい
た。2 割が外国人。4 年後の東京五輪での
外国人ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受け入れ態勢は？ 

Q：《八潮多目的広場》八潮団地内の広場。 
 団体利用（少年野球・ｻｯｶｰ等）と個人利用との
境が看板一つである。個人利用の小さなお子
さんの方にﾎﾞｰﾙが飛んで行って、危険である。
安全対策を。 

クイズの答え：ﾍﾙﾌﾟﾏｰｸ。内部障害 
や難病の人、妊娠初期の人など、外見
からは分からなくても、その人が周囲の
配慮や援助を必要としているということ
を知らせるためのﾏｰｸ。都は、このﾏｰｸ
を身に着けた人を見かけたら電車・ﾊﾞ
ｽ内で席を譲る、困っているようであれ
ば声をかける等、思いやりのある行動
をとることを呼びかけいます。 
 

 

        ﾎﾟｹﾓﾝ GO＝スマートフ
ォン向けポケモンゲー 

ム。ﾌﾟﾚｲﾔｰは自らの足で現実世界（Google 
マップを使った地図上）を歩き回って、 
野生のﾎﾟｹﾓﾝを発見、捕獲する。ﾎﾟｹﾓﾝを 
入手できるﾎﾟｹｽﾄｯﾌﾟは、街中で目立つよ 
うなものや名所旧跡などに多いが、意外 
な場所がﾎﾟｹｽﾄｯﾌﾟになることもある。ﾎﾟｹ 
ﾓﾝを観光に活用している例もあるが、こ 
のﾎﾟｹｽﾄｯﾌﾟに人が集まり、混乱となった。 
また、運転中の事故も起きています。 
 

キーワード 

1984年当時の広場：区㏋ 
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