☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇区議会議員の待遇って？
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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

現在の区議会議員の待遇について。次のう
ち正しいものを選んで下さい。すべて誤りの
場合は⑥とお答え下さい。
①1 期（4 年）勤めると退職金が支給される。
②区の費用で公設秘書 1 人雇うことができる
③公的年金は、区の職員（地方公
務員）と同様のものに加入する。
④公的年金の他に議員年金が上乗
せして支給される。
⑤健康保険は、区の職員（地方公務員）と同
様のものに加入する。 ◎難易度☆☆☆☆
≪お知らせ≫
皆さんのご自宅に配布された『品川区議会だ
より 267 号』に私の一般質問（第 1 回定例
会）が掲載されています。お読み下さい！

一般会計

30 年度予算案を区議会が予算特別
委員会（3/５-19）で審議し、本会
議（3/27）で可決しました。すでに
４月から区では、その予算が執行さ
れています。予算特別委員会では、
30 年度予算に関連し、区政運営を
含めて様々な質疑が行われました。
今号から 4 回にわたり、予算審議の
一部をご報告します。予算の概略
は、455～458 号をご参照下さい。

1,745 憶 7,800 万円

①～③で歳入全体の約 65％です。
①特別区税 （特別区民税・軽自動車税 452 億円
・たばこ税等）
②特別区交付金 （都から交付）
406 億円
③国庫支出金

（国から交付）

278 億円

・区民の皆様が区に１年で納税される①の特別区税の予算額
を人口（約 38 万人）や世帯（約 21 万世帯）で割ると…
・１人あたり（赤ちゃんも）税負担 約 11 万 8,911 円
・１世帯あたり
約 21 万 5,173 円
※ともに 1 年分です
予算書です。
厚さ約３㎝！
約 400 ﾍﾟｰｼﾞ

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。

☆歳入は、区の 1 年間の収入見込
みです。左の①の特別区税の
90 ％ 以 上 を 占 め る 特 別 区 民 税
（＝住民税）は,納税者数の増加
（品川区への転入者増加等）に
より、約 7.6 億円の増収を見込
んでいます。その一方で、30 年
度の「ふるさと納税」による特
別区民税の減収は、15 億 4 千万
円（！）に上るとの予想です。

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
◇梅毒感染患者急増中！（3/2 予算委員会質疑）

発行者 高橋慎司
〒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』をお届けい
たします(送料は当方で負担します)。

Ｑ：他議員の質問 Ａ：区側の答弁
☆：私の考え
◎：30 年度予算額
私の質問は、後ほどまとめてご報告いたします。

◇特別区交付金（注）の増加

【目的別歳出】月 30 万円の支出のうちどのくらい？
・産業経済費 ・公債費
…

・衛生費
21,000 円

Ｑ:前年度比 18 億円増の 406 憶円と見込ん
いるがその背景は？

5,100 円

6.7％

Ａ：4.6％の伸びである。固定
資産税 4.2％の伸び、法人
住民税が企業業績好調で
10.1％の伸びである。
注 特別区交付金＝特別区財政調整交付金のこ
と。固定資産税、法人住民税等の 3 税をい
ったん東京都が徴収し、そのうちの一定割
合を様々なﾙｰﾙで 23 区それぞれに交付しま
す。歳入の約 25％を占める重要な財源で
す。表面参照。

◇区立公園の維持管理費用と収益
Ｑ: ①266 ある区立公園の年間維持管理費
用は？ ②区立公園で行っている収益
事業には、どのようなものがあるか。
Ａ：①約 20 億円。②駐車場、
水族館、ﾚｽﾄﾗﾝ、売店、自動販
売機設置等である。民間事業
者がﾚｽﾄﾗﾝ等の収益施設を公
園に設置し、区がその収益を
活用して整備や維持管理
を行う制度を検討する。
クイズの答え:⑥ ①区長には退職金が
あります（1 期 4 年で約 2,200 万円）。
②国会議員は 3 人の公設秘書を国費
（1 人約 1 千万円）で雇えます。③（常
勤の）公務員ではないので国民年金で
す。④2006 年に国会議員年金、2011
年に地方議員年金は廃止されました。⑤
③同様に国民健康保健です。

Ｑ:2017 年の患者報告数は、1,788 名（都感染症
情報ｾﾝﾀｰ 2018 年１/5 報告）で、感染症法に基づ
く調査が始まって以来、都では最も患者数が多く
なった。特に男性は 30 代から 40 代。女性は 20
歳代で急増、特に男女とも異性間性的接触による
報告数が増加。区の認識は？ Ａ:品川区内では、
平成 27 年患者 10 人、28 年 19 人、29 年 36 人
と増加。梅毒は性感染症の１つでもあり、性感染
症を自らの問題と捉え、予防手段などを知ること
や感染が疑われた場合には、すぐに医療機関を受
診する等の普及啓発が重要だと認識している。

・総務費
30,300 円

10.1％

・教育費
34,500 円

11.5％

・土木費
55,500 円

1.7％

2,700 円

0.9％

・議会費
1,500 円

0.5％

・予備費
600 円

0.2％

・民生費
149,700 円
☆最大の支出分野
約 50％ です!!

18.5％

【目的別歳出の内容】※番号は歳出額ベスト 3
①民生費－子育て（保育園、在宅子育て）、
高齢者・障害者福祉、生活保護等
②土木費－住宅、道路、公園等のまちづくり、
防災等
③教育費－幼稚園、小中学校教育、図書館運営等
総務費－徴税、庁舎管理、地域活動等
衛生費－区民検診、健康、環境、ごみ処理等
産業経済費－観光、商工業振興、消費者対策等
公債費－公債（＝借金）の返済費用
議会費－区議会に関わる支出
予備費－予定外の支出への備え
☆次号は、歳出の総務費と民生費について
予算委員会審議（質疑応答）をご報告します。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前

◎『区政報告』をお配りしています。
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

