☆

品川区イズ 597

☆

◇マクドナルド、何号店？

No.

現在の『アワーズイン阪急』（大井町駅前）
の前身の『阪急百貨店東京大井店』1 階にあ
ったマクドナルド大井町店は、日本で何番目
に開店した店舗だったでしょうか？

597

2021 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

①１号店
②２号店
③３号店
④10 号店
◎難易度☆☆☆
※品川区の
１年間の収入です

Q：《乳児の母へのワクチン接種等》
決算特別委員会とは、前年度（令和２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。10/4 から連日約７
時間の質疑を行い、10/15 に議会が可決（認定）
しました。２年度の歳入・歳出に関連して今年
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。32 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５回でご
報告します。Ｑ:他議員の質問 Ａ:区の答弁
◎令和２年度決算額 ☆私のコメント
※私の質問は、まとめて 601 号に掲載予定。

☆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６０万円

2,399 億 7,867 万 1,702 円

（元年度 約 1,841 億 5 千万円）
・歳出 1 年間の支出の決算額
☆区民１人当たり 約５９万円
区は、区民 1 人（赤ちゃんも含め）に対して
年約 59 万円分のサービスを行っています。

①乳児へのコロナ感染防止は、家族が
接種するしかない。集団接種会場の
優先枠がない。また、子育て中の両
親が集団接種会場で接種するのは
大変である。個別接種会場の優先
枠を設定すべき。
②たばこ税が約９６０万円増えているが。な
ぜか。
③産後ドゥーラ（※）の利用申し込みを LINE で
できるように。 ※産前産後ケアの専門家
④すまいるスクールの活動が学校に
よって様々だが。
A：①赤ちゃんのご両親への接種につ
いては、ご指摘の内容を踏まえて、
今後、検討する。②増収というお話で
すが、税率の引き上げ、喫煙所の減少、コロ
ナ禍の影響等の様々な要因によって、約 3
億円の減収です。テレワークの影響は分析が
難しい。たばこ税の確保も頑張っていきた
い。◎特別区たばこ税：約 30 億 6 千万円
③検討したい。
④各すまいるスクールで特色を出している。

2,363 億 1,669 万 7,152 円
（元年度

約 1,790 億 4 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。
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

高橋しんじプロフィール
2019 年 4 月 6,205．403 票（１位）の
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

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６4

☆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)。

◇11/２５（木）１６：00 ごろから（約 30 分間）
・インターネット（品川区議会 HP）－ﾗｲﾌﾞ中継
・ケーブルテレビ品川では、録画放送します。
11/30（火）20 時～。12/４（土）20 時～

頑張ります！

400 億 9,439 万円 歳出の 17.0％
※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：《区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへのｱｸｾｽ数》
①ｺﾛﾅ禍などでアクセス数ｶﾞ増えたのではな
いか。
②LINE 品川区公式アカウントの現状と課題は
A:①平成 30 年度 480 万件、令和元年度 580
万件と 100 万回増加。2 年度は 780 万件
と 200 万件増加。コロナへの皆さんの関
心があったのではないか。
②令和 3 年 3 月に情報流出の危険
性があり、区では個人情報を含むサ
ービスについては、活用を見合わ
せ、主に情報発信のみの使用とし
た。過日、ｾｷｭﾘﾃｨｰ対策を確認した
ので、今後 LINE サービスを進める
ために調整中。

Q：《喫煙所について》
①ｺﾝﾃﾅ型喫煙所の設
置が進まないが。⇒
②大崎駅西口ﾊﾞｽﾀｰﾐ
ﾅﾙ側のﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ付
き喫煙所についての苦
情が様々届いている。
ｺﾝﾃﾅ型設置を。

板橋区 HP より

クイズの答え: ③３号店。1971 年
7/25 オープン。2011 年 2 月閉店。
①1 号店。1971 年 7/20 に銀座三越店
内 1 階にオープン。客席無し。歩行者
天国にテーブルがあり、そこで飲食す
る人も。当時「若者の立ち食いが銀座
のムードにふさわしくない」という声
があったといわれています。1984 年に
晴海通りに移転し、2007 年閉店。
②２号店。1971 年 7/24 に代々木店オ
ープン。現存する最古の店舗です。

コロナ対策関係で
178 億円支出増！
園

A:①ｺﾛﾅ感染症の拡大があり、設置を見合わ
せてきた。現在２か所の喫煙所が閉鎖にな
っているので、まずはこの場所をｺﾝﾃﾅ型に
して再開したい。
②安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊やｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰが巡回して
ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ対策を進めている。受動喫煙防止
の観点から必要なことを考えて進めたい。
☆先日、大崎駅東口指定喫煙所を移転して
密閉型喫煙所を設置する（令和４年４月予
定）という報告がありました。

Q：①品川区内にある自動販売機
の数と隣についている回収箱の
数は。条例で回収容器を設置す
ることになっているので、把握し
て設置させるべきである。
②品川区の定年および役職(＝
管理職）定年の特徴は。
A:①把握していない。自動販売機協会に確
認をして、どのような対応が可能か検討し
たい。
②令和５年度から定年年齢が２年ごとに１
歳ずつ引き上げられる。役職定年は、管理
職が 60 歳を迎えた次の年度の４月１日に
は管理職以外の職に降任しな
ければならない。品川区の特
徴は、管理職への昇進意欲の
醸成・育成を一層図ること。
課長

水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 火月・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

