☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇しながわ観光大使 シナモロール
「デザインマンホール」設置！

No.

486

2018 年 11,12 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

10/27、ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ
（右）が大井町に設置さ
れました。
さて、次のどこの道路
でしょうか？
①区役所本庁舎前
②アトレ大井町前
③阪急百貨店大井食品館前
④イトーヨーカドー前
◎難易度☆☆☆

※品川区の１年間
の収入です

Q：《たばこ税、大きく減収》
特別区たばこ税（＝区の収入となるたばこ税）
が約 32 億 6000 万円で 28 年度より約 2 億
1000 万円減収である。理由は。

決算特別委員会とは、前年度（29 年度）の予
算が適正に執行されたか、決算案を区が議会に
提出し、審議する場。11/5 から連日約７時間の
質疑を行い、11/16 に議会が可決（認定）しま
した。29 年度の歳入・歳出に関連して 30 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 489 号に掲
載します。Ｑ：他議員の質問 Ａ：区の答弁
◎平成 29 年度決算額 ☆私のコメント

Q：《西五反田の土地取引詐欺》

☆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 39 万人
☆区民１人当たり 約 43.2 万円

毎日新聞によると「偽造した身分証で本
人になりすまし、（品川）区役所で別の印
鑑を実印として登録。その後、発行された真正
の印鑑証明書を悪用する手口」。他にこのよう
な公文書の不正取得事件は発生しているのか。

1685 億 4477 万 8964 円
（28 年度 1662 億 4150 万 9267 円）
・歳出 1 年間の支出の決算額
☆区民１人当たり 約 41.6 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。

1623 億 4296 万 6332 円
（28 年度 1609 億 4504 万 2340 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。

A：例年に比べ減収分は大きい。売上本
数が 6 億 6700 万本から 6 億 2400 万本
と減少。健康志向の高まり、喫煙所の減少
で喫煙率は下がっている。また、喫煙者の
20％が加熱式たばこに移行している。貴
重な区の財源だが今後の見込みは非常に
厳しい。禁煙、喫煙の両立はなかなか難し
いが、兼ね合いを見ながら施策を展開する

A:取材を直接受けていないので、何とも
答えられない。一般論として、登録時は顔
写真付きの官公署発行の身分証明書等で
確認している。精巧に偽造されたものを確
認するにも限界があるが、今後も厳正に行
う。

高橋しんじプロフィール
平成 27 年 4 月 5551.247Ｚ
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

発行者：高橋慎司 Tel０３‐５７４２－６８６２
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 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』
（「しんじ新
聞」）を郵送でお届けいたします(送料
は当方で負担します)。

◇区議会本会議で質問します！
12/7（金）15:45 ごろから（約 20 分間）
・インターネット（品川区議会 HP）
ライブ中継します。
・ケーブルテレビ品川では、
録画放送します。
12/14（金）21 時～
12/16（日）16 時～

199 億 3302 万円 歳出の 12.3％
※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：《品川音頭ﾘﾆｭｰｱﾙ、歩行喫煙防止》
①ﾘﾆｭｰｱﾙ経費は、予算額
が
900 万円。決算額は 1020
万円。120 万円もｵｰﾊﾞｰ
している。②歩行喫煙防止
推進経費は約 7000 万円、
区 HP より
客引き防止ﾊﾟﾄﾛｰﾙ経費は
約 7000 万円。人件費・委託費である。都の補助
金もあるが、ｽﾘﾑ化できないか。
A:①当初予算では、プロデュース代、
CD、DVD 製作代等だったが、周知のため
に地域イベントへの出演代や後ろで踊る民
謡連盟の方々へのお礼などがｵｰﾊﾞｰ分。
②『答弁なし』。10 分間の質問・答弁時間
が過ぎたため。このようなことも時々あります。

Q：《公衆電話ﾎﾞｯｸｽ増設を》
9/6 区民委員会の視察で北海道地震に遭遇
した。滞在先のそばに公衆電話が 1 台あった。
とても心強く、かつ実用的であった。NTT に増
設の方向で働きかけを。
A: 最近、採算性が取れない
ので減ってきている。区庁舎内
にも 3 台のみ。公衆電話自体は
災害時に活用しづらい部分があ
る。各避難所（小学校等）に災
害時用特設電話（公衆電話）を 5 台ずつ備
蓄している。◎避難所管理費 637 万円
クイズの答え: ④ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ前。ちょっ
とわかりにくいところにあります。
区は、31 年度、設置数
を増やしたいとのこと。
マンホールカードは現
在申請中で、12 月に
6 千枚配布予定です。

Q：《避難所のﾄｲﾚの使用》
避難所のﾄｲﾚは、耐震化されている。しかし、
災害時、使用可能かのﾁｪｯｸは、誰が行うか。
また、避難所運営会議の方々、区職員にその
認識があるか。避難所運営ﾏﾆｭｱﾙに記載を。
A: 最初に駆け付けた地域の方になるか
と。周知は十分ではない。ﾁｪｯｸのやり方等の
周知は行き届くように進める。☆大きな課題

Q：《登下校時の防犯対策を》
各学校で交通安全の観点から、ﾋﾔﾘﾊｯﾄ地図
を作成している。狛江市では、危険個所、不
審者情報等が発生した地図にﾎﾟｲﾝﾄし、ｸﾗ
ｳﾄﾞ上でやっていくという。品川区でも不審者
情報が地図上でもわかるようにできないか。
A: 地域安全マップを各学校で PTA を中
心につくってもらうように警察からも指導
している。ただ、誰でも見られるようにす
ると逆に犯罪者に悪用される懸念がある。
現在、不審者情報は各学校から保護者にﾒｰ
ﾙ発信したり、警視庁の「ﾒｰﾙけいしちょう」
（注：警視庁 HP から登録できます）で保
護者に情報提供している。今後、
他自治体も参考に調査研究した
い。☆子どもの安全確保のた
めには関係機関との協力と情
報共有が重要です。

朝、駅前にいます！

月・水 ＪＲ大井町駅前
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

