
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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。 
 

高 事 橋しんじ 務所 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 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    

 

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        平成23年4月5,232票（１位）のご支持をいただき、現在２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４月、無所属・新人として初当選（2541 票）。 『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（22222222 年年年年 12121212 月合格）月合格）月合格）月合格）    ☆初心を忘れずにガンバります！ 
 しがらみのない無所属 

2012201220122012 年年年年 10101010・・・・11111111 月月月月    

 

 

No.249 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

   どの税が品川区のフトコロヘ？ 

 次の品川区民（または法人＝企業等）な

どが納入する税のうち全額が品川区の歳入

（収入）となるものは、どれでしょうか？ 

１つではありません。◎◎◎◎難易度☆☆☆☆☆難易度☆☆☆☆☆難易度☆☆☆☆☆難易度☆☆☆☆☆ 

①特別区民税（個人分、いわゆる区民税） 

②市町村税（法人分、いわゆる法人税） 

③固定資産税 

④軽自動車税 

⑤特別区たばこ税 

⑥入湯税 

決算特別委員会とは、区が決算を議会に提

出し、前年度（23 年度）の予算が適正に執行さ

れたかを、審議します。10/2～16 に連日約７時

間の質疑を行い、16 日に可決しました。国会

の予算委員会で『大臣の不正献金』等が質疑

されるように、関連して関連して関連して関連して 24242424 年年年年度施策の状況度施策の状況度施策の状況度施策の状況

や今後のや今後のや今後のや今後の施策施策施策施策の展望の展望の展望の展望等等等等も質疑も質疑も質疑も質疑されます。その

質疑の一部を今号からご報告します。 

私の質問は、最終回に掲載します。 

Ｑ：他議員の質問Ｑ：他議員の質問Ｑ：他議員の質問Ｑ：他議員の質問    Ａ：区の答弁Ａ：区の答弁Ａ：区の答弁Ａ：区の答弁        

◎平成◎平成◎平成◎平成 23232323 年度決算額年度決算額年度決算額年度決算額    ☆私の☆私の☆私の☆私のｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄ        

 

 

Ａ：24 年度の見通しは、23 年度に比較して約４

億円の増収だが、その後の見通しは、厳しい

ので、着実に確保し、特定財源（注：国や都

からの補助金等）の確保、基金の積み立て・

取り崩しも考えていく。☆行革の継続を！ 

   ◎◎◎◎23232323 年度年度年度年度    特別区民税特別区民税特別区民税特別区民税 365365365365 億億億億 9553955395539553 万円万円万円万円    

（（（（22222222 年度からは年度からは年度からは年度からは 8630863086308630 万円ﾏｲﾅｽ）万円ﾏｲﾅｽ）万円ﾏｲﾅｽ）万円ﾏｲﾅｽ）    

 

 

Ａ：無線 LAN 装置（ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等の入力をする）を

設置している。Wi－Fi は、ｺｽﾄ、ｾｷｭﾘﾃｨｰの問

題等がいろいろあり、今後の検討課題である。 

・歳入歳入歳入歳入    決算額＝1 年間の収入  

  1335 億 7749 万 4060 円 

（22 年度 1367 億 512 万 8682 円） 

※区民１人当たり約 37.9 万円 

・歳出歳出歳出歳出    決算額＝1 年間の支出 

  1297 億 3270 万 1149 円 

（22年度1326 億 3068 万 5826 円） 

※区民１人当たり約 36.8 万円 

・24 年度への繰越額 

   11 億 2142 万円 

（22 年度 12 億 1780 万円） 

☆区民税、都からの交付金等の減少に 

伴い、財政規模は、縮小傾向です。 

今後も堅実な財政運営が必要です。 

 ☆品川区の１年間の収入 

を歳入といいます 

Ｑ：特別区民税の今後の収入の見込みは？ 

Ｑ：区民集会所のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用のために

Ｗｉ－Ｆｉ（ﾌﾘｰｽﾎﾟｯﾄ）設置を。 

 

Ｑ：入場者が減少している。しながわ水族館の今

後のあり方は？◎水族館運営費収入◎水族館運営費収入◎水族館運営費収入◎水族館運営費収入7604760476047604万円万円万円万円 

 

Ａ：運営会社（ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ）と民間のﾉｳﾊｳを活か

して落ち込みにどう対処するか協議してい

る。その上で今後のあり方を検討していく。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 みんな・無所属 品川 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  Fax 03-3772-8878 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆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☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：①：①：①：①23232323 年度決算は年度決算は年度決算は年度決算は、、、、

約約約約 366366366366 億円。区民億円。区民億円。区民億円。区民 1111 人当たり（赤人当たり（赤人当たり（赤人当たり（赤

ちゃん含）約ちゃん含）約ちゃん含）約ちゃん含）約 10.510.510.510.5 万円万円万円万円。。。。④④④④、、、、⑤⑤⑤⑤（約（約（約（約

34343434 億円億円億円億円！！！！）、）、）、）、⑥⑥⑥⑥です。②と③は、一

度都が集め、その 55％を財政状況

等に応じ 23 区に分配します（＝特

別区財政調整交付金といいます）。 

 
今週の書架 

☆『☆『☆『☆『ｲﾗｽﾄでよくわかるｲﾗｽﾄでよくわかるｲﾗｽﾄでよくわかるｲﾗｽﾄでよくわかる    きれいな食べ方きれいな食べ方きれいな食べ方きれいな食べ方』』』』    

（（（（彩図社彩図社彩図社彩図社    680680680680 円円円円））））    

「有名店で聞いた 46 種類の料理のｽﾏｰﾄな食

べ方を完全図解化」とあります。ﾊﾟｽﾀの上の

大きなﾜﾀﾘｶﾞﾆ、もんじゃ焼き、手羽先唐揚   

げ、会席料理、など。日本料理、

西洋料理、ｴｽﾆｯｸ料理を食べるｺﾂが

わかります。読んでいて、「うわっ、

こんな風に食べていなかっ 

た（汗…）」と恥ずかしく 

なることも。反省･･･。 

Ａ:日額制は２区。また、会議は、他に 

もあり、約 40 回。最高裁の判断も示 

された。変更の必要性は感じていない。 

Ａ:町会へは、地域活動課から地域美化促進事業

（13 町会）、ふれあい掲示板、町会会館助成

等、他に防災課から防災関係の助成等がある。

どういう補助金が出ているか、足を運んで説

明すべきと考えている。 

       ◎地域振興経費１億◎地域振興経費１億◎地域振興経費１億◎地域振興経費１億 3106310631063106 万円万円万円万円    

☆様々な所管から助成されています。町会はもちろ

ん、区民全体にわかりやすく周知すべきです。 

Ａ：学校では、剣道の踏み込みの足音、野球の

かけ声等の 12 校。公園では、天王洲球場で、

かけ声、ｽﾎﾟｰﾂ大会開会式の音楽等。学校では、

ｽﾎﾟﾚｸ推進委員等の調整会議で 

ｸﾚｰﾑについて周知している。天 

王洲球場では、早朝のかけ声は、 

自粛してもらい、近隣には、「大 

会で騒音が発生する」旨の張り 

紙をして告知している。 

◎学校開放運営費１億◎学校開放運営費１億◎学校開放運営費１億◎学校開放運営費１億 3299329932993299 万円万円万円万円    

Ａ:該当者は、約 2500 人、出席者は 

約半数。支出の多くは、記念品代。 

ﾗﾝｸを安くすれば、経費は浮くが、他区の状況

等を検討しながら見直していきたい。 

☆企画を工夫して想い出に残る式典に。 

   ◎成人式経費（参加者◎成人式経費（参加者◎成人式経費（参加者◎成人式経費（参加者1303130313031303人人人人    565565565565万円）万円）万円）万円）    

Ａ：街頭消火器は、消防署ではなくて、区と民間

事業者等が設置する。区は、両方とも把握して

いるので、その地区のどの場所に設置してある

か、お答えできる。 

◎消火器維持管理費◎消火器維持管理費◎消火器維持管理費◎消火器維持管理費 1741174117411741 万円万円万円万円    

 街頭消火器設置済数 5757 本 

☆区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご覧になれます。 

ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ⇒災害に備えよう⇒ 

防災ﾏｯﾌﾟ⇒街頭消火器位置図 

Ａ：できるだけ校舎内を提供してもらうのが原

則だが･･･〔時間切れにより答弁なし〕 

 ☆徴税・庁舎管理・防災な

ど多岐にわたる支出です 

Ｑ：選挙管理員会の報酬は年間1214万円（4名）。

会議が年 28 回で１回 108,430 円の報酬。他区

のように月額制から日額制へ（１回約 3.5 万円） 

Ｑ：町会には、様々な助成金が出ている。 

町会に詳細をわかりやすく説明を。 

 

Ｑ：成人式経費の見直しという事務事 

業評価（Ｃ）があったが減っていない。 

Ｑ：学校開放や公園運動施設利用時の苦

情の実態とその対応は？ 

Ｑ：学校避難所の備蓄倉庫が古いとこ

ろもある。耐震化・建て替えを。 

Ｑ：区内の街頭消火器設置場所を区

は、把握しているか？区の設置と消

防署の設置があるはずだが。 

月・水 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、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 


