
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

2010201020102010 年年年年 11111111 月月月月    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
区役所に都の職員が？？ 

地方自治体には、国家公務員が派遣される
仕組みがあります。23 区にも東京都から都
の公務員が主に管理職として派 
遣されています。この職員の給 
与は、すべて該当の区が負担 
しています。 

さて、品川区には何人が派 
遣されているでしょうか？ 

 
① ０人 ② １人 
③ ３人 ④ ７人 ⑤10 人 

（区役所総務部人事課調べ） 

東京都品川区東大井 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：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    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。 
 

高 事 橋しんじ 務所 
若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、
早稲田実業高、早稲田大学（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。東京大学研究員、塾などを経て、
教師（早稲田実業高、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４月 無所属・新人として 
2541 票の支持をいただき初当選！ 
『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定２２２２級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 5555 月月月月））））    
 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

 
しがらみのない無所属 

品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    
    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

決算特別委員会とは、区が決算を議会に提出
し、平成 21 年度の予算がきちんと執行された
かを、議会が審議する委員会です。10/29～
11/11 に連日６～７時間の質疑が行なわれて
います。国会の予算委員会で『衝突ビデオ流
失事件』が質疑されるように、21 年度予算の
決算特別委員会ですが関連関連関連関連してしてしてして 22222222 度施策度施策度施策度施策のののの
状況状況状況状況やややや今後今後今後今後のののの政策政策政策政策のののの展望展望展望展望などもなどもなどもなども質疑質疑質疑質疑されま
す。質疑の一部をご報告します。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：他議員他議員他議員他議員のののの質問質問質問質問            Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：区区区区のののの答弁答弁答弁答弁        
◎◎◎◎平成平成平成平成 21212121 年度決算額年度決算額年度決算額年度決算額        ☆☆☆☆    私私私私ののののｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄ        
 
☆平成 21 年度一般会計 
・歳入歳入歳入歳入決算額（1 年間の収入） 

1438 億 4077 万 2501 円 
※区民１人当たり約 41 万円 

・歳出歳出歳出歳出決算額（1 年間の支出） 
1405 億 5538 万 5916 円 

※区民１人当たり約 40 万円 
・22 年度への繰越額 

32 億 8538 万 6585 円 
       

◇予算の区切りは３月ですが、
事務手続き等の理由から前年
度決算は、約半年後に区から
提出されるので委員会の開催
は今の時期になります。 

  

     （1 年間の収入） 10/29 
Ｑ：①21 年度に入るべき特別区税 

（区民税、軽自動車税、特別区 
たばこ税）のうち未収額は。 
②区民税について。納税義務者 
が増えたというが。③過去から 
21 年度へ繰り越された区民税滞納分の年
度末での滞納額は。 

Ａ：①19 億 1230 万円。②2781 人増加。
普通徴収が 1196 人減少だが、特別徴収
（給与所得者＝会社員等）4085 人増加。 

☆20 年 9 月にﾘｰﾏﾝｼｮｯｸがあったが、21 年度
では、まだその影響が少なく区民税区民税区民税区民税がががが
0.20.20.20.2％％％％ｱｯﾌｱｯﾌｱｯﾌｱｯﾌﾟ゚゚゚しましましましましたしたしたしたがががが、、、、22222222 年度年度年度年度のののの区民税区民税区民税区民税
はははは、、、、影響影響影響影響によるによるによるによる減少減少減少減少をををを見込見込見込見込んでんでんでんで、、、、ﾏｲﾅｽﾏｲﾅｽﾏｲﾅｽﾏｲﾅｽ
6.46.46.46.4％％％％でででで予算予算予算予算をををを組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。 

Ａ：③当初 17 億円あったが、そのうち６億
1700 万円を回収し、11 億円が未収。 

☆滞納者滞納者滞納者滞納者のののの減少減少減少減少のののの徹底徹底徹底徹底をををを強強強強くくくく要望要望要望要望しますしますしますします 
Ｑ：目黒区の財政が急激に悪化したが。 
Ａ：23 区のうち目黒区がﾀﾞﾝﾄﾂで悪化。特

別区民税収の大幅減少と聞いている。 
☆目黒区目黒区目黒区目黒区のののの 21212121 年度歳入年度歳入年度歳入年度歳入がががが約 100 億円（！）

減。財政課財政課財政課財政課によるとによるとによるとによると区在住株式投資家区在住株式投資家区在住株式投資家区在住株式投資家がががが
大量大量大量大量にににに株式株式株式株式をををを売却売却売却売却しししし、、、、株式株式株式株式配当金配当金配当金配当金やややや売却売却売却売却
益等益等益等益等へのへのへのへの課税約課税約課税約課税約 50 億円減少がががが要因要因要因要因といといといとい
うううう。。。。22222222 年度年度年度年度はははは 20202020～～～～30303030 億円分億円分億円分億円分のののの事業廃止事業廃止事業廃止事業廃止・・・・
縮小縮小縮小縮小をををを検討検討検討検討していますしていますしていますしています。（『。（『。（『。（『都政新報都政新報都政新報都政新報』』』』等等等等））））    
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 今週の書架 
☆☆☆☆『『『『教育問題教育問題教育問題教育問題はははは    なぜまちがってなぜまちがってなぜまちがってなぜまちがって語語語語られるられるられるられる

のかのかのかのか』（』（』（』（広田照幸広田照幸広田照幸広田照幸・・・・伊藤茂樹伊藤茂樹伊藤茂樹伊藤茂樹    日本図書日本図書日本図書日本図書ｾﾝｾﾝｾﾝｾﾝ
ﾀｰﾀｰﾀｰﾀｰ    1500150015001500 円円円円））））    

「少年犯罪少年犯罪少年犯罪少年犯罪はははは凶暴化凶暴化凶暴化凶暴化しているしているしているしている。。。。海外海外海外海外のののの教育教育教育教育
はははは進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。昔昔昔昔のののの教師教師教師教師はみんなはみんなはみんなはみんな優秀優秀優秀優秀だっだっだっだっ
たたたた。。。。これってこれってこれってこれってホントホントホントホント？？？？教育問題教育問題教育問題教育問題のののの解決策解決策解決策解決策やややや
対処法対処法対処法対処法をををを考考考考えるえるえるえる前前前前にににに考考考考えることがあるはえることがあるはえることがあるはえることがあるは
ずずずず」と全体像を見て、そしてナナメから見
る力を持つべきとしています。報道、意識
調査、統計調査等をどう読めばいいのかな
どが述べられています。この内容を 
すべて肯定するわけではありませ 
んが、参考になります。 

 

月 ＪＲ大井町駅前 
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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をお配りしています。 
◎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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！ 

 

 
 

 
 
発行所 品川区議会無所属クラブ 
発行者 高橋慎司（副幹事長） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

 
ちょっとした話ながわ 

立会川の龍馬像若返り！ 30⇒20 歳へ！ 
京急立会川駅近くの区立公園内（東大井）にある
龍馬像に代わる新たな龍馬像が９日現地に据え
付けられた。新銅像は、富山県内の鋳造所から到
着。台座を含め 3.4ｍ、約 500 ㌔。従来の像は、
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製で桂浜の龍馬像を模していたが新 
像は、品川で黒船の警備に当たったといわれ 
る 20 歳前後に若返った。「品川龍馬会」と地 
元商店街は、従来の龍馬像を旧土佐藩下屋 
  敷跡にある区立浜川中学校内に移す。 

新銅像の除幕式は、13 日正午からです。 
       （参考：東京新聞 11/9） 

 

Ｑ：関ヶ原ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ（東大井６丁目 
の１階部分）が活用されていない。 

Ａ：２階が『いきいきラボ関ヶ原』で 
「しながわｼﾆｱﾈｯﾄ」がｼﾆｱの仲間作り等の
活動を運営している。担い手（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）
不足等あるが利用拡大の方策を検討する。 

Ｑ：私立青陵中学・高校がＨＰの募集案内に区
所有地である区立品川中央公園の多目的広
場（区役所前）を学校施設かのように載せて
いるが、民間の広告媒体に区の施設を載せ
るのは、公平性の観点からどうか。 

Ａ：誤解を与えているかもしれない。 
確認して必要に応じて対応する。 

 
        11/1 
Ｑ：区長選・区議選の選挙公報配布が 

遅いので期日前投票の時に読めなかった。 
Ａ：日曜日に告示されてから印刷するので、

どうしても３日はかかるため木曜日以降
の配布になる。期日前投票所に用意してあ
る公報の数を増やして読みやすくする。 

Ｑ：今年 実施 された国勢 調 査について。①
3500 調査区の調査員のうち町会から推薦
されたのは何人か。②回収率は。 

Ａ：①約 2300 人で調査員のほとんど。②現
在集計中で７割。郵送は 88％、ﾈｯﾄは 12％。 

Ｑ：区の職員住宅は何戸か。 
Ａ：区営 72 戸、民間借上げ 30 戸。今後は、

新規採用者用に拡大していく予定。 
◎職員住宅関係費（歳出）１億 7507 万円 
 職員住宅利用料（歳入）  3923 万円 
☆ここここここここのののの職員職員職員職員ににににはははは災害時災害時災害時災害時にににに義務義務義務義務がありますがありますがありますがあります    
    

Ｑ：品川区の振り込め詐欺被害の実態は。 
Ａ：21 年１月～10/1 で 52 件発生。60 歳以上

が 83％。被害額は 5400 万円。今後、 
警察とも連携して様々な対 
策を考える。 

☆あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる対策対策対策対策でででで撲滅撲滅撲滅撲滅をををを！！！！ 
Ｑ：高校入学金・在学資金貸付 

金について。 
 ①返還率は。②奨学金交付制度の新設を。 
Ａ：①20 年 61.5％、21 年 52.4％。②奨学金

は、大学は国、高校は都道府県をいう住み
分けがある。区は、補完的役割として今年
度検討している◎貸付金事業貸付金事業貸付金事業貸付金事業    5656565656565656 万円万円万円万円 

☆返還率返還率返還率返還率がががが低低低低いのでいのでいのでいので回収事業回収事業回収事業回収事業のののの徹底徹底徹底徹底をををを。。。。 
Ｑ：区の新規採用者の推移は。 
Ａ：19 年 90 人、20 年 120、21 年 

127、22 年 191 人。経験者採用は、 
20 年 18、21 年 27、22 年 22 人を 
即戦力として採用。団塊世代大量 
退職対策と保育士採用拡大のため。 

☆大量退職大量退職大量退職大量退職へのへのへのへの対応対応対応対応ですですですです。。。。研修研修研修研修体制体制体制体制をををを万全万全万全万全にににに 

ｸｲｽｸｲｽｸｲｽｸｲｽ ﾞ゙゙゙のののの答答答答ええええ④④④④    生活安全担当課
長・交通安全担当課長（警視庁か
ら）、防災担当課長・防災担当主査
（消防庁から）、都市開発課長・都
市整備下水道課長・教育委員会指
導課長（東京都、都教育委員会か
ら）。概ね２年で元の職場に復帰。 


