☆☆ 品川区イズ 562☆☆
◇駅と駅の間隔、短いところは？

No.

562

2020 年 10 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

京浜急行や東急線には、駅間が短いところ
が多いです。次の駅間（営業キロ数）を短い
順に並べ替えて下さい。
①品川~北品川
②青物横丁~鮫洲
③鮫洲~立会川
④五反田~大崎広小路
（④のみ東急池上線）
◎難易度☆☆☆☆
※品川区の
１年の収入です

Q：《今後の区民税の収入見込み》
決算特別委員会とは、前年度（令和元年度）
の予算が適正に使われたか、決算案を区が議会
に提出し、審議する場です。10/2 から連日約７
時間の質疑を行い、10/16 に議会が可決（認定）
しました。元年度の歳入・歳出に関連して令和
２年度施策の状況や今後の施策の展望等も質疑
しました。区に対する議会のチェック機能を発
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。Ｑ:他議員の質問 Ａ:区の答弁
◎令和元年度決算額 ☆私のコメント
※私の質問は、まとめて 565 号に掲載します。

☆過去最高額。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 40 万人
☆区民１人当たり 約４６万円

1,841 億 5,706 万 1,193 円

（30 年度約 1,720 億 7 千万円）
・歳出 1 年間の支出の決算額
☆区民１人当たり 約４５万円
区は、区民 1 人（赤ちゃんも含め）に対して
年約 45 万円分のサービスを行っています。

1,790 億 4,434 万 5,003 円

（30 年度約 1,668 億 8 千万円）

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。

①特別区民税。令和元年度決算では増え
ているが、ｺﾛﾅの影響で今後の減収見込みは
②区の広告料収入は。③FM しながわ CM、導
入予定のｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ、区が動画配信してい
る YouTube の広告収入などはどうか。
A：①今年度（令和 2 年度）は昨年並みだ
が、令和 3 年度は今年から５％ほど、約 26
億数千万円の減収の見込み。②『広報しなが
わ』600 万円、戸籍住民課のフロア 220 万
円、『教育のひろば』5 万円、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾊﾞ
ﾅｰ広告 1 件 1 ヶ月 2 万円。③YouTube 側で
管理されるので不適切な広告が表示される
可能性があり、難しい。その他は幅広く検討
する。☆減収への準備は、怠れません。
注：特別区民税には、「所得割額」（所得の
10％＝特別区民税 6%、都民税 4%の合計）
と「均等割額」がある。この「均等割」は、
特別区民税 3,500 円、都民税 1,500 円の合
計 5,000 円。※ 平成 26 年度～令和 5 年度
までは、合計 4,000 円の均等割に復興税
の 500 円が特別区民税・都民税に
それぞれ上乗せされています。

高橋しんじプロフィール
Ｚ 票（１位）の
平成３１年 4 月 6,205． 403
ご支持を頂き、現在４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）。平成 27 年
5551 票（58 票差で 2 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
◇旗の台ｸﾗﾌﾞ優勝！
東京都学童軟式野球新人戦（小 5 以下）
発行者：高橋慎司 Tel０３‐５７４２－６８６４
〒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)。

10/4 都営駒沢球場で行われた決勝で旗の台
クラブが高島エイト（板橋区）を下して初優勝。
大会前から注目された大矢球道主将を中心に勝
ち進んだ。大矢敦監督は「彼らが変化してゆく様
子を僕も驚きながらみているんですよ」。指揮官
はそう言って目を細めた。参考：東京新聞 10/15
▽決勝
（６回コールド）
高島エイト
２０００１１
４
旗の台クラブ ２５０２０２Ⅹ 11

222 億 7,247 万円 歳出の 12.8％
※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：《大井水神公園（南大井）のﾓﾆｭﾒﾝﾄ》

Q：《自動回答ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾁｬｯﾄﾎﾟｯﾄ》

経費 3000 万円と聞いている。ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮ
ﾝとしての効果を検証しているか。電車からよ
く見えるというが座っていると見えないが。
A:ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ前に作成した。効果
を数値で測るのは難しいが、
区名の知名度ｱｯﾌﾟに一定効果
があると思っている。
☆効果検証の継続を求めます。

Q：《大井町駅前公衆便所・喫煙所》
①駅前の公衆便所（⇘）。広報・観光の観点から
みるとﾃﾞｻﾞｲﾝ性が先進的。ｲﾝｽﾀの活用等、
積極的に観光地的なｱﾌﾟﾛｰﾁを。②踏切そば
の喫煙所。ｸﾚｰﾑをたくさんいただいている。
公衆便所の改築の時に移設を含めた全体的
な整備が出来たはず。今後は。
A:①1 つの雑誌にｶﾗｰで数ﾍﾟｰｼﾞ
にわたり掲載があった。広報
に今後も努力する。②区にも
多くのご意見をいただいてい
る。喫煙所は、喫煙者・非喫煙者が共存す
るする意味で重要な施設。適地への移設、
過密状態解消のｱｲﾃﾞｨｱを取り入れながら、
吸わない方の意見も一生懸命聞きながら、
共存できるまちづくりを頑張る。
☆早急な対応（移設・施設設置等）を求めます
クイズの答え:④五反田~大崎広小路
300m：路面電車などを除き都内の
地上鉄道で最短駅間。当初、五反田～大
区 HP より
崎広小路間が未開通で、大崎広小路駅が
池上線の始終点でした。後に現在の五反
田駅が完成します⇒②青物横丁~鮫洲
500m 隣の駅が見えます♪⇒①品川~
北品川 700m⇒③鮫洲~立会川 800m

登録数、問い合わせ数、課題、今後は。
A:LINE 登録数 4,221、問合せ 8 万 4,665 件
の閲覧数。LINE 活用の閲覧は約 3 割。課
題は、回答の精度を高めていくこと。今後
一般的な問い合わせが多い部署を中心に導
入を検討する。
注 ﾁｬｯﾄﾎﾟｯﾄ＝ｽﾏﾎから AI（人工知能）に
よる 24 時間 365 日問合せ可能なｻｰﾋﾞ
ｽ。LINE にも対応。
「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ」
「し
ながわ活力応援給付金」
「戸籍・住民票」
「保育園」に関して対応。HP をご覧
下さい。◎令和 2 年度予算額 3,485 万円

Q：《「メールけいしちょう」と区の連携》
昨年の「ﾒｰﾙけいしちょう」による不審者情報
は、約 90 件あった。特に女子児童の被害が
多く、発生時間は午後 4 時頃が多い。このﾒ
ｰﾙをもとに区のﾊﾟﾄﾛｰﾙ、
地域との連携を。 ※区 HP⇒
A:もっと警察と連携したり、
共に情報分析をできたと反
省している。その点を改め
て一生懸命やっていく。
注 メールけいしちょう＝登録すること
で、各地域で発生した「犯罪発生情報」
や犯罪を防ぐために必要な「防犯情報」
等を警視庁からメールでお知らせしま
す。登録は、以下からどうぞ。
login@mail.keishicho.metro.tokyo.jp

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

朝、駅前にいます！

