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No.
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！！

予 算委員会 質疑 １
Ｑ：他議員の質問
☆：私の考え

Ａ：区側の答弁

平成 20 年度補正予算
Ｑ：定額給付金について。
Ａ：ﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券の案内や地域振興基金への
寄附を求める案内を一緒に同封します。
また、区が電話で問い合わせすることはあ
りませんので注意してください。
Ｑ：裁判員候補者は、区内で何人選出ですか。
Ａ：有権者数をもとに算出します。抽選で
1163 人選出。 250 人に１人の割合です。
☆区議会議員も候補者の対象です。
Ｑ：子宮がん検診の受診者は。
ｔ Ａ：平成 21 年 1 月現在 8000 人。3 月末まで
で、10000 人に対応できるように４千万
円補正予算で追加する。30 歳までの検診
率は低い。
☆周知徹底のさらなるＰＲを。
Ｑ：今年度の区職員退職者は。
Ａ：170 人（108 人の見込だった）。
☆定年前の退職者が増加です。

【鮫浜小学校（東大井２丁目）】
明治９年９月開校の伝統ある小学校。
現在、鮫浜小学校は、京浜急行の高架下
を校庭の一部にしていますが、以前は、線
路で校庭が分かれていました。品川区と京
浜急行の協議で線路下の土地が鮫浜小学校
の校庭の一部に加わりました。夏は、日陰
になり、なかなか涼しいです♪〜
【まぼろしの駅？？】
京浜急行の「北馬場」駅と「南
馬場」駅は、お互いに隣の駅が見
えるほど近くにありました。昭和
51 年に２駅あわせて、1 つの駅「新馬場」
となりました。現在のﾎｰﾑがやたらに
長いのはその名残です。

☆お知らせ☆
◎定額給付金（問い合わせ：5742-6543）
申請書が到着（区は 3/10 に発送開始、
3/19 迄に発送完了予定）⇒申請書提出
⇒支給決定通知書到着
⇒口座に振込まれる という流れです。
申請には、身分証明書と振込口座通帳の
ｺﾋﾟｰが必要です。また、申請から振込みま
で１〜２ヶ月かかることが予想されます。
◎子育て応援特別手当
（問い合わせ：5742-6721）
多子世帯の経済的負担の緩和のため世帯
主に手当を支給します（これも国の事業）。
対象世帯：平成 21 年 2 月 1 日現在、次の
①②にあてはまる世帯
①平成 2 年 4 月 2 日〜17 年 4 月 1 日生まれ
のお子さんが 2 人以上いる。
②2 人目以降が平成 14 年 4 月 2 日〜17 年 4
月 1 日生まれのお子さんがいる。
※②のお子さん１人につき 36000 円支給。
定額給付金とは別に手続きが必要です。
給付対象児童見込数＝3100 人
☆ご不明な点はご遠慮なく高橋までご連
絡下さい。０３−５４６１−８７５７

高橋しんじプロフィール

高 橋しんじ 事 務所
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
URL http://www.takahashi-shinji.net/
☆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。

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！
しがらみのない無所属
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！

予

今週の書架
☆『奇跡のリンゴ』
（石川拓治 幻冬舎 1300 円）
予約が取れないことで有名な港区白金台
のﾚｽﾄﾗﾝで「木村さんのりんごのｽｰﾌﾟ」が
あります。腐らないリンゴです。無農薬で、
おまけに有機肥料も使わない、まさに「奇
跡のリンゴ」です。2006 年の NHK の『ﾌﾟﾛ
ﾌｪｼｮﾝﾅﾙ 仕事の流儀』で紹介され
た青森県中津軽郡の農家木村秋則
さんの記録です。「絶対不可能」
を覆した農家の秘密をどうぞ。

算委員会 質疑 １

予算委員会とは？

予算とは、一定期間における収入支出の計画です。予算の提出権
は、首長（区長）にあり、議会の議員には認められていません。しかし、予算は、議会の議決
により成立し、行政（首長＝区長）に対する民主的コントロールという意義があります。具体
的には、この予算案を議会の予算特別委員会で審議し、本会議で表決します。品川区議会では、
予算特別委員会において、３月６日から３月26 日まで連日７時間近くの審議をします。40名
の議員のほぼ全員が予算案の内容に関して質問し（１人10 分から20分）、行政（区役所）側
が答弁します。審議後の30日の本会議で採決があり、可決されると予算が成立します。
今号から項目別（款別と呼びます）に４回にわたり審議（質疑）の一部をご紹介します。

歳入ほか

Ｑ：大崎駅周辺の再開
発の経費 900 億円
のうち区の支出はどのくらいか。
Ａ：900 億円のうち 450〜500 億円は国の補
助金。残り 400 億円は、都から交付さ
れ、実質的な区の支出はほとんどない。
Ｑ：住民票をｺﾝﾋﾞﾆで受け取れないか。
Ａ：他区の状況をみながら検討したい。
☆個人情報の保護を考慮して利便性を。
Ｑ：リサイクル資源売払収入（１億３千万
円）とは、何を売った収入か。
Ａ:資源回収ｽﾃｰｼｮﾝに区民の方々が出した
資源（古紙 7200 万円、ｱﾙﾐ缶 2500 万円、
その他で１億 2800 万円）です。
☆持ち去りﾊﾟﾄﾛｰﾙの強化を要望します。
Ｑ:区民保養施設経費について。
Ａ:品川荘（伊東市）⇒収入 3294 万円、
経費１億 4314 万円

朝、駅前にいます！
◎『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。
月 ＪＲ大井町駅前
木 ＪＲ大森駅前

火 京急青物横丁駅前
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

箱根荘⇒収入 2235 万円、経費 8640 万円
☆他区のように数区での共有化や民間売却
も含めて再検討すべき時期だと思います。

総務費
文化芸術・スポーツ、平和事業、防災・生活
安全等のための予算
⇒約 212 億円
Ｑ：区の施設を町会会館として提供してほしい
Ａ：会館として提供するのは難しい。会議など
活動の場として施設を利用してほしい。
☆町会会館が無い町会への支援の拡大を！
Ｑ：結婚サポート事業について。応募者等は？
Ａ：ｾﾐﾅｰへは、20 年 10 月 67 名、21 年 2 月 96
名。その後のｱﾝｹｰﾄで結婚を前提とした恋
人がいると答えた方が男女とも３人いる。
Ｑ：ｷｬﾝﾌﾟ場はどこに整備されるのか。
Ａ：都立みなとが丘ふ頭公園（八潮 3-1-11）。
約１〜1.5 万㎡、かまどは 10 ヶ所、今夏の
ｵｰﾌﾟﾝの予定。☆青少年向け施設の確保が実
現。ここへの野球場などの整備を今後都に要
望していきます。
Ｑ：『広報しながわ』の
配布場所の拡大を。
Ａ：駅ｽﾀﾝﾄﾞを 48 ヶ所
に増やし、区内
ｽｰﾊﾟｰや銭湯にも設置。

