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政策分析、日々の活動については 
ブログ、facebook、twitter、YouTube でも発信 
しています。 
 アクセスは、 
 岡高志  で検索 
 もしくは公式HP 
 http://okatakashi.net  から探してください。 

● はじめて代表質問を行いました。区民の政治参画を主題に質問いたしました。  
● 平成23年度決算審議が行われました。大田区報よりも早く解説いたします。 
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SNS（ソーシャルネットワーキングサービス） を活用

したコミュニケーションは区民が行政情報を共有す
るのに有効であり、時に好ましい変革を生みだす。 

【Ｑ】 twitter、facebook で区も発信を！ 
 スマートフォンで視聴可能で拡散できる

YouTubeも活用してはいかが？ 

【Ａ】 10月1日よりtwitterを導入します。 
 

大田区の情報発信 

【みどりの条例（案）】 緑化というやさしい言葉と
うらはらに、 
３００㎡以上の私有地に緑化義務を課すもの。 

【Ｑ】 区の緑化計画は？ 

【Ａ】 2030年までに緑被率を１％（緑６０ha分）増加
させる。 

 公園緑地２０haの確保とともに公共施設の緑化を
推進。 

まちづくり 

【電線地中化】 防災・バリアフリー・景観の観点から
重点テーマ。 

【Ｑ】 区の実施計画は？ 

【Ａ】 13路線 6,780mを予定。今後も積極的に推進す
る。 

【中央リニア新幹線】 大田区の地下に リニア新幹線
が計画されています。 

【Ｑ】 地下水系など環境への影響は？ 

【Ａ】 対応をJR東海に働きかける。 

【京急高架下の活用】 高架化完了によって ５haもの
平地が発生します。 

【Ｑ】 バスケ・テニス・ダンス等のスポーツパークの設
置を求める！ 

【Ａ】 地元要望も含めて検討。 

【Ｑ】 大阪 橋下市長が相対評価の人事評価を導入。  
 大田区では絶対評価でほとんどの職員が標準以上の評価

を得てしまうため、評価制度として効果が低い。 
 大阪の制度は、適正かつ明確な制度だと思うが？ 

【Ａ】 参考にしてモチベーションアップにつなげる。 

公務員の人事制度 

【Ｑ】 教育委員会の独立性ゆえに連携が不十分。 
 スポーツ・文化振興など社会教育分野を教育委員会

から分離して区長部局で推進するべきでは？ 

【Ａ】 効率性を考えて、研究します。 

教育委員会制度 

【Ｑ】 いじめ問題で批判されている教育委員会制度の
改革論議について、どう考える？ 

【Ａ】 官僚主義にならないように、また現場との乖離が
生じないように自制して運営する。 

裏面は平成２３年度 
決算の解説 

ア ン ケ ー ト   
（差し支えない範囲でお答えください。） 

① 大田区に住んで満足度は100点満点で何点ですか。 

 

 

② 大田区で改善してほしいことをお知らせください。 

 

 

 

③ ご経験のある地域活動を下からお選びください。       

自治会  PTA   サークル  祭  他（         ） 

④ ご興味のある地域活動を下からお選びください。 

 自治会  PTA   サークル  祭  他（         ） 

※ その他、ご意見がありましたらご記入ください。 

 

 

ご住所  〒 

お名前                  男・女 （   歳）   

TEL             Email  

ご回答いただきまして 誠に有り難うございます。  

（複数回答可） 

（複数回答可） 

〒145-0061 大田区石川町2-16-8-302 

TEL/FAX ０３-６３１５-６２０９ 

9月19日 大田区議会民主党代表質問を要約。   全文は、大田区議会HP、 岡高志のブログ・  YouTube をご覧ください。 

   http://okatakashi.net  http://www.youtube.com/okatakashi/ 

【あなたの声をお聞かせください】 
下のアンケートにご協力ください。 

切り取られたハガキ、E-mail、もしくは、FAXにてお送りください。 
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大田区 平成２３年度決算 
歳入 2,331億円 歳出 2,281億円 の平成23年度決算。収支尻 50億円のプラス。 
最終的な損益を示す実質単年度収支は11億円のプラスとなりました。 
３年連続の実質単年度赤字は回避できました。 

歳入は前年比4.8％増加しました。 
基幹税収たる区民税収は微減なのに、 なぜ？ 
 
歳出が増えるのに応じて、歳入を増やしている
側面があります。 
 
例示しますと 

生活保護費の４分の３の国庫支出金 
施設建設に際しての基金取り崩し 
区債発行による調達 

 
企業経営とは違いますね。 

 
決算のポイントは 
税金が何に使われたか。 
 
前年度から約79億円 増加
した大田区の歳出。 
 
前年度との比較で 
平成23年度の歳出事業の
ポイントをご説明します。 
 

歳出全体の内訳 

福祉費だけで 
 
49億円の負担増 
 
右のグラフで 
細かく説明します。 

20億円の負担増 
鵜の木出張所改築 
仲六郷施設新築 
 
23億円の負担減 

基幹システム再構築
前年で終了 

中小企業融資利子   
補給 
8億円（前年比＋7％） 
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福祉費の内訳 
保険特別会計への繰出金を別項目に分類しました。 

12億円の負担増 
大森西区営住宅建設 

京急蒲田西口再開発
補助金 

京急立体事業街路整
備 
 
4億円の負担減 
大森北開発（Luz）前年
で終了 

36億円の負担増 
大田区総合体育館   
工事完了 

 
福祉費の増加は 
伝統的な障害福祉・高齢福祉ではなく、 
生活保護（前年比＋20億円）、 
各保険繰出金（前年比＋26億円）といった 
社会保障費用の増大によります。 
 

生活保護費の今後の伸びは緩やかになることが期待
されていますが、 

国民健康保険・介護保険については、高齢化傾向に
歯止めはかからないので、今後も増加していきます。 
 
国民健康保険・介護保険の給付適正化が 
今後の課題です。 
 
決算特別委員会にて、私だけがその論点で 
昨年は国民健康保険、 
今年は介護保険について質疑を行いました。 
 
詳細は、大田区議会HP、岡高志のブログ・YouTube 
をご覧ください。 


