☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇選挙に行かないと…？

No.

445

2017 年 11 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

10/22 投開票の衆議院選の投票
率は、53.68％（東京都）。戦後最低
の前回（2014 年 52.66％）に次いで 2 番目
の低さでした。さて、「選挙に行かなかった
場合」に関する記述で、次のうち正しいの
は？全て正しい場合は⑥とお答えください。
①ﾌﾞﾗｼﾞﾙ－罰金 ②ｵｰｽﾄﾗﾘｱ－罰金
③ﾀｲ－次回の被選挙権（立候補権）はく奪
④ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ－選挙人名簿から抹消（まっしょう）
⑤北朝鮮－事実上無期限の入獄（刑務所へ）
◎難易度☆☆☆☆
※品川区の１年間の
収入を“歳入“といいます

Q：《特別区民税の増収》
決算特別委員会とは、区が決算を議会に提出
し、前年度（28 年度）の予算が適正に執行され
たかを審議する場です。10/２から連日約７時間
の質疑を行い、10/19 に議会が可決（認定）し
ました。28 年度の歳入・歳出に関連して 29 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。34 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 448 号に
掲載します。Ｑ：他議員の質問 Ａ：区の答弁
◎平成 28 年度決算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ

☆一般会計規模は 23 区の中位です。
・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 43.7 万円

1662 億 4150 万 9267 円
（27 年度 1502 億 9818 万 5357 円）
・歳出 1 年間の支出の決算額
☆区民１人当たり 約 42.3 万円
区は、区民 1 人（赤ちゃんも含め）に対して
年約 42 万円分のサービスを行っています。

1609 億 4504 万 2340 円
（27 年度 1452 億 4792 万 7 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。

特別区民税（＝区民として区に納入
する税金、約 433 億円）が前年比
6.2％増のプラス約 25 億 3 千万円
の要因は。
A：人口が増えている（※平成 29 年 10/1
現在：約 38.7 万人）ことに伴い、納税義
務者（＝区民税を納入すべき人。人口の約
半分）が増加しているのが一番の原因。
☆区の歳入の約 26％を占める特別区民税は５
◎難易度☆☆☆☆
年連続の増収。人口増加に伴って税収も増
加していますが、財政改革は継続すべきです

Q：《保育園の老朽化》
保育園の老朽化の状況と
今後の修繕の在り方は。
A：現在、公設公営の区立保育園は 43 園。
建設後 50 年以上経過した園が 5 園、40
年以上経過した園が 25 園で 40 年以上経
過した園が約 70％を占める。古い園から
順に併設する施設の条件や地域ﾊﾞﾗﾝｽを考
慮しながら建て替えを計画している。
☆児童ｾﾝﾀｰ（25 館）、ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ（12 ヶ所）
も同様です。施設の老朽化は大きな課題です

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）
・
同大学院修士・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

ズ
ズ
◇港区民 10 人に１人が社長！
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。

信用調査会社「東京商工ﾘｻｰﾁ」がまとめた「社長
の住む町調査」でわかった。港区の人口に占める割
合は 9.9%で、23 区で最も高い。赤坂や六本木等
の高級住宅地があり、交通の便が良いことも経営者
らの人気を集める背景のようだ。港区に続き、渋谷
区と千代田区が 8.62％，中央区が 6.51%、新宿区
が 5.73%だった。一方、割合が低いのは、葛飾区
2.4%，足立区 2.49%、江戸川区 2.5%。都心部か
ら離れている等の影響という。参考：10/25 読売

220 億 8821 万円 歳出の 13.7％
※総務費＝徴税・庁舎管理・防災
等、多岐にわたる支出分野です

Q：《ｱﾄﾚで期日前投票》

Q：《区民相談》

7 月の都議選では大井町ｱﾄﾚに期日前投票所
が設置され、行列ができるなど好評であったと聞
く。10/22 の衆議院選でも設置するのか。
A：ｱﾄﾚ大井町では、ず
っとﾊﾛｳｨﾝのｲﾍﾞﾝﾄが入って
いて、検討して頂いたが使
えず、今回は難しいので開
設は見送った。任期満了の
選挙は、事前に仮予約で押
えることが出来るので来年の区長選挙
（注:10 月頃）は仮予約している。
☆急な選挙では、準備が整わないことがあります
が、区長選（30 年 10 月）、区議選（31 年 4
月）は、任期満了で時期が決まっています。商
業施設などの積極的な活用を求めます。

Q：《喫煙所の周辺が汚い》
タバコの灰皿は掃除されているが、そのまわりに
空き缶、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等がいっぱいである。本来は、
利用者が片付けるのが常識だがいつもたまって
いる。区のｲﾒｰｼﾞも悪くなる。どう考えているか
A：ご指摘の場所は、西大井の
喫煙所だと思う。生活安全ｻﾎﾟｰﾄ
隊等が巡回し、清掃している。来
年度から指定喫煙推進地域内では
ないが、吸殻だけでなく、その他
のごみ等も回収できるように変えていこ
うかと考えている。☆ぜひ、改善を！
◎歩行喫煙防止推進経費 5726 万円

区民相談員のうち、国の委嘱（いしょく＝仕事
を任せること）ではない弁護士、税理士、行政
書士、社会保険労務士等の報酬は、いくらか。
A：謝礼単価⇒弁護士 2 万円、税理士
11,000 円、宅地建物取引士 7,000 円、行政
書士 7,000 円、司法書士・社会保険労務士
7,000 円。他区の状況等をみて決めている。
◎区民相談経費 1387 万円
☆区民相談室では、法律相談の他、様々な相談
を無料で受け付けています。ご利用を。詳細は、
HP や区民相談室（3777-1111（代表））へ。

Q：《地域の防犯カメラ設置》
地域に公園や区有施設があり、その周辺に街頭
防犯ｶﾒﾗを設置するのは町会（注：町会の一部負
担有）である。①区が設置できないか。②また、助
成金を活用しても町会が立替をして、あとから戻
る仕組みである。改善を求める。
A：①区がｶﾒﾗを設置するのはﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの問
題が出てくる。また、警察、行政、地域が一
体となり、犯罪防止対策に取り組むくことが
目的である。区として付けられる部分、付け
られない分、全体の安全安心を
考えたときに区施設も有効活用
できる部分については、検討し
たい。②東京都の予算との関係
があるので、ご了承願いたい。
◎防犯設備整備助成金 3426 万円

クイズの答え：⑥ これらの国は、義
務投票制です。そのため様々な罰則が
あります。ちなみに罰金約 1600 円の
ｵｰｽﾄﾗﾘｱの投票率は 93％。しかし、義
務化には、ﾒﾘｯﾄ・ﾃﾞﾒﾘｯﾄの両面があり ◎『区政報告』をお配りしています。
ます。ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄのﾃｰﾏにもなっています。 ◎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。
義務化の前に投票率向上作戦を！

・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

