決算に対する各会派の意見表明（各会派からの原稿どおり
（
掲載しています。
平成 28 年度

品川区議会自民党・子ども未来
品川区議会自民党・子ども未
来は平成 年度品川区一般会計

行財政改革に取り組まれました。
その結果普通会計の実質収支は
約 億円の黒字となり経常収支
比率は ％、人件費率は ％と
健全財政を維持していることを
評価します。
品川区におきましては引き続
き区民の福祉、生活の向上に努

日本共産党品川区議団

認定に反対。理由は●安保法制・
共謀罪の強行、９条改憲の表明、
加えて社会保障予算を削減して
格差と貧困をさらに広げる安倍

整備路線補助 ・ 、放射２号
線計画は中止。道路づくりのた
め大崎図書館の廃館は中止を▼

入でディベロッパーに利益提供
する超高層再開発の中止を▼住
民を追い出し、街こわしの特定

一般会計、国保・後期高齢者
医療・介護保険の各特別会計の

政治を追認。●基金は 億円積
み増し 億円に。豊かな財政は
ため込みでなく、区民の暮らし

地域のつながりを弱める学校選
択制、学校統廃合は中止し、詰
め込み・前倒し教育は見直しを
▼就学援助の準要保護世帯への
入学準備金は入学前に支給を▼
パブコメにあたって説明会の実
施を▼職員の過労死ラインを超
える長時間労働の是正を▼核兵
器禁止条約批准を国に求め、区
長も国際署名にサインを。

困難にした総合事業は単価引き
上げを。介護保険料は基金を活
用し引き下げを▼巨額の税金投

福祉に使うべきです。以下の項
目の実施を求めます。
▼航空機落下物の危険が現実に
なった今こそ羽田新ルートに反
対し、区民の命と安全を守るこ
と▼国保は厳しい取り立てを止
め一般財源投入を増額し国保料
の引き下げを▼ 区で最低の障
害者福祉施設整備率の改善を▼
介護報酬引き下げで事業運営を

が 億円の黒字、さらに 億円
の基金を積上げ、豊かな財政を

業会計、後期高齢者医療と介護
保険特別会計の各歳入・歳出決
算を認定します。
平成 年度の決算は実質収支

無所属品川は平成 年度の品
川区一般会計、国民健康保険事

得者層に対しさまざまな生活支
援を拡充して頂きたい。特に低
賃金で社会を支えている保育士
や幼稚園教諭や介護士の処遇改
善は緊急課題で早急に改善する
べきです。そして大阪府のよう
に、公立小中学校教職員の人事
権を東京都から品川区へ早急に
移譲させ、子どもに確かな学力
の定着と社会を生き抜ける教育
制度を作って頂きたい。

介護などの高齢者対策等に重点
を置くと共に、区内産業や低所

ぎ問題や人手不足により廃業や
倒産は続いています。区は経済
対策をはじめ、大災害に備えた
防災対策、待機児童対策、医療・

費意欲を下げたため、中小企業
は厳しい経営が続く上に、後継

無所属品川

維持しています。しかし一方で
年金所得だけの高齢者、非正規
雇用者、所得が増えない正規雇
用者、子育て世帯などの低所得
者層が増え続ける中、若年層の
貧困や老後破産も急増していま
す。大半の国民は、収入が増え
ず、増税や物価上昇により実質
所得が減り将来に不安を抱き、
節約に向かい消費は停滞してい
ます。さらにマイナス金利は消

79

28

竣工等の高齢者施策、耐震助成
拡充やリニューアルオープンし
た防災体験館での防災学校の開
設などの防災対策、国・都と連
携した舟運実験や競技場周辺無
電柱化等のオリンピック・パラ

民税の歳入が前年度比約 億円
増、歳入総額も 億円増、実質
収支額が約 億円と黒字を維持

民進党・無所属クラブは、平
成 年度一般会計および国民健
康保険事業会計、後期高齢者医
療特別会計、介護保険特別会計
の歳入歳出を認定します。
平成 年度の決算は、特別区

支援、ベンチャー企業を含む中
小企業・商業への支援、羽田空
港都心ルート計画に伴う諸課題

など総合的な防災対策、ＩＣＴ
を活用した事務の効率化や情報
の見える化、水辺の有効利活用、
高齢者や障がい者を支えるサー
ビス拡充、保育園待機児童解消
と保育の質の充実、在宅子育て

の登用で、区から独立した相談
機関の設置を求めます。
雨水の活用は、河川の治水対

と比較し施設数が少なく、相談
支援体制に課題があります。当
事者の思いを受け止めるために
人権擁護の専門性を有した人材

２０１６年度品川区一般会計、
国民健康保険事業会計、後期高
齢者医療特別会計、介護保険特
別会計の各歳入歳出決算の認定
に、意見を付して賛成します。
品川区の障がい者施策は他区

に反対するよう強く求めます。
原発事故から６年がたち放射
性物質をより吸収する食材が明

ています。厳重な整備でも落下
物リスクはゼロにはできない以
上、住民の命と財産を守るため、
国に対して、超低空飛行ルート

属類の気化が要因とみられる発
がん性の高い物質が高濃度に品
川区で検出されています。区独
自の大気汚染調査を求めます。
国交省が重大インシデントと
する航空機落下物事故が多発し

品川区議会公明党は、平成
年度品川区一般会計、国民健康
保険事業会計、後期高齢者医療
特別会計及び介護保険特別会計
の歳入歳出決算を認定します。
財政状況では、一般会計は、

リンピック準備施策など、公明
党の提案が多岐に渡り反映され
るなど、区民サービス向上への
取り組みを評価します。本決算

への対応、新しい時代に対応で
きる教育の着実な進展など、多
くの課題にスピーディーに施策
を実行することが必要です。本

歳入歳出とも前年度比 ％強増
加し、実質収支約 億円の黒字
など、また、各特別会計におい
ても、収支及び執行率の状況な

し、本区の堅実かつ好調な財政
状況が示されています。一方で、
現在の経済状況を見渡すと、個
人消費の落ち込みなど景気回復

白です。給食の放射能検査の継
続と単体食材の測定を求めます。
監査措置報告は監査報告同様

特別委員会で取り上げた高齢者
の安心の暮らしのための住宅・
終活・窓口サービスの充実、東

に区民の目に届くよう公表し、
指摘に対する改善策を明らかに

どから、健全性や適確な運営が
維持されています。事業執行に
おいては、総合的な待機児童対

策、河川の水質改善につながる
ことを区民へ周知し、推進と啓
発が今後も進むよう求めます。

することを要望します。

京２０２０オリンピック・パラ
リンピック競技会場周辺のまち
づくり、避難所や初期消火施策

容器プラスチックを資源回収
していますが、容器プラ以外の

策やネウボラネットワーク、校
舎及びトイレ等の改築・改修、
特別支援教室の全校設置など子

プラスチックの焼却による重金

の拡充、障がい者施策等に対す
る意見を、来年度の予算編成に

特別委員会の款別審査や総括質
疑での我が会派の指摘や提案を
次年度予算をはじめ今後の本区
の施策に反映するよう強く要望
して、民進党・無所属クラブの
意見表明といたします。
反映するよう要望します。

25

歳入・歳出決算、同品川区国民
健康保険事業会計歳入・歳出決
算、同品川区後期高齢者医療特
別会計歳入・歳出決算、同品川
区介護保険特別会計歳入・歳出
決算をそれぞれ認定します。
められますことを要望します。
今、決算特別委員会において
我が会派議員が地域や各種団体
など区民の皆さまからいただい
た声をまとめた上、指摘・政策
提言いたしました諸課題を、平
成 年度品川区の予算、事務事
業に反映され実現されますこと
をお願い申し上げ、品川区議会
自民党・子ども未来の意見表明
といたします。

28

品川・生活者ネットワーク

44

15.4

を実感できず、格差や子どもの
貧困も広がっています。気を緩
めることなく、区民や区内事業
者の現実を見据えた慎重な施策
展開が重要です。豪雨等による
災害対策や木造密集地域の整備

29

71.8

平成 年度は、日本経済の緩
やかな回復基調が続き、実質経
済成長率は前年度比で ％増と
なりました。
このような好状況のもと品川
区では特別区民税が対前年でプ
ラス 億円、 ％の増という数
値にあらわれおり、区の事務事
業では、重点課題をはじめとす
る事業を着実に遂行されたうえ、
更なる人員削減をはじめとする

28

民進党・無所属クラブ

34

44

30

品川区議会公明党

23

160

28

育て・教育施策、介護予防総合
事業や支え愛ほっとステーショ

44

1.2

10

937

28

6.2

ン、特養ホーム２箇所の開設・

45

28

28

28

25
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