
おか たかし プロフィール 

 1976年（昭和51年）3月生まれ。 

 2011年より大田区議会議員 （民主党） 

 東京大学法学部卒業。  

 信託銀行と投資会社に12年間勤務。 

 行政書士  宅建主任者 

 妻・子３人の ５人家族 

ブログ、facebook twitter YouTube でも発信 
   
メールマガジン配信も 
スタートしました！ 

● 主要会派でただ一人全ての定例議会で発言機会をいただいています。  昨年第4定例会

今年第1定例会（予算議会）での岡高志の考え、25年度予算をご説明いたします。  
● 最近の岡高志の活動などをご紹介します。 
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公共施設についてのアンケート   

（差し支えない範囲でお答えください。） 

① 日常利用する公共施設を下からお選びください。    

    
   区役所  出張所  文化センター  公園 
   学校  ホール  図書館  体育館 
   その他（                ）      特に無し 

 

② ①の施設への満足度は100点満点で何点ですか。 

 

③ 区の施設の改善点がありましたらお知らせください。 

 

※ 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） 

〒145-0061 大田区石川町2-16-8-302 

TEL/FAX ０３-６３１５-６２０９ 

詳細については、岡高志のブログ・  YouTube もご覧ください。    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でご郵送いただくか、 
E-mail、もしくは、FAXにてお送りください。 

 学校施設の長期整備 
大田区では、築後40年経過した学校が全体の7割 
全国では17％程度なので、大田区の建物老朽化は深刻。 
私の試算では、学校施設の再調達原価は1,400億円 
改修費用などは毎年23億円 
同規模で建て替えるなら、今後10年間で430億円 
あわせて、年平均66億円の整備費が必要。 
 

 公務員人件費の削減 
義務教育施設の整備に財源が割けない一方で、 
公務員人件費は年間400億円超。 
1割でも削減すれば、財源が確保されます。 

これは、経営トップ区長の判断であろうと質問しましたら、
区長は何も答えず、ただ座っているだけでした。 
 

 23区競馬組合 61億円もの仕組債運用 
為替に影響を受ける30年物債券を多額に保有。 
時価評価を求めるなど、責任追及を。 
 ～3月予算特別委員会より 

行財政改革 

 保険料収入の確保 
大田区の国保（国民健康保険）会計予算は738億円。保
険料の納付は83％しか見込んでいない。満額徴収する
努力が必要。 

延滞金が条例に規定されているのに、適用されていな
い理由を質問したところ、 
システム対応ができていない。 
 

 疾病予防による医療費適正化 
医療費抑制のために、大田区でもジェネリック医薬品の
推奨を特に抽出した加入者へ行っていきます。 

さらに踏み込んで、国保が有する診療情報などのビッグ
データを分析して、区民の疾病予防をアドバイスするこ
とも可能です。 
新しく導入されるシステムで取り組んでほしい。 
 
 
 ～3月予算特別委員会より 

国保改革 

 景観条例 （第1定例会で議決） 
区内を十把ひとからげに規制するべきではない。 

地区計画なども活用するべきだが、住民の意思を十分
に反映するべきである。 
 

 みどりの条例 （第4定例会で議決） 
個人財産への制約にもなっている。緑化基準に従わな
い際の不利益処分は慎重にするべき。 
建築行為の差し止め処分などの強制力はない。 
 

 洗足池の露店 
お花見時期などで洗足池に露店が多くて周辺に迷惑と
なっている。 

大田区暴力団排除条例に基づき、暴力団であることが
判明した場合には使用を許可しないなどの適切な措置
をとってまいります。また、花見の時期には警察とも連
携し、パトロールを強化する。 
 ～11月本会議より 

まちづくり 
 大田区公式 twitter 開設 

SNSによる情報発信を昨年10月より開始。 
 Twitter: @city_ota 
区の防災情報・イベント情報などが発信されています。 
 
さらに、Youtubeによる動画配信も求めています。 
 
 ～昨年7月本会議より 

 
 電力料金値上げへの対応は？ 

従来の学校施設に加えて、今年は他の区有施設につい
て、東京電力より安価に提供されるPPS（特定規模電力
事業者）からの電力供給を開始。 
 
入札により、電気料金の低下が期待されます。 
 
 ～今年6月から 
 

 
 
 

結果 

【民主党大学東京】 
鈴木寛 （すずきかん）学長 

（参議院議員・東京選出）から  
政策の指導をうけております。 
鈴木寛 学長は文科行政・新産

業に精通した民主党随一の政
策通。 

東京大学の先輩でもあります。 

【東京工業大学 視察】 
大岡山の東京工業大学にて、 
・原子炉工学研究所 
・環境ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ棟 
を視察させていただきました。 

先進事例として参考にするほか、 
地域連携の端緒とさせていただいています。 

タウンミーティング開催 

① 5月26日（日）   10:30 - 12:00 
  Luz大森 4階集会室      （大森北1-10-14） 

② 5月27日（月）  20:00 - 21:30 
  大岡山 北口商店街事務所2階（北千束1-52-5） 

③ 5月28日（火）  20:00 - 21:30 
  蒲田 消費者生活センター     （蒲田5-13-26） 

（メールマガジンの配信を希望） 

【おおたっこひろば 視察】 
小学校内の学童保育施設。 
大田区では現在、全児童を 

対象にした学校内学童保育施
設がありません。 
なぜできないのか？ 

現場を見て、声を聞き、制度を検討しています。 

【自然観察会 多摩川】 
NPOの協力を得て継続してい

る自然観察会。四季折々の自
然観察を洗足池や多摩川で
行っています。 

子どもたちの発見が楽しみです。 

http://okatakashi.up.seesaa.net/iphone/image-20130211203947.png
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郵 便 は が き   

大田区 平成２５年度予算 総額 2,322億円 前年度比プラス５７億円（2.5％）の増額予算。 
行政需要の増大が背景にあります。 前年度との対比で平成25年度予算をご説明します。 

区民税収も増加しましたが、 
都からの特別区交付金や都支出金が大幅増 
 
東京の23区は税収が豊かなようですが 
一般の市と違って、 
 法人住民税 
 固定資産税 
などの税収減を東京都がもっています。 
 
本来、大田区にあるべき収入を 
東京都に吸い上げられている構造といえます。 
 
財政的に自立した自治体とはいえません。 
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前年度との比較で平成25年度予算の歳出変
動の要因をご説明します。 
 

【教育費】 

学校施設整備費の縮小 11億円（12億円減） 

 

【都市整備費】 

蒲蒲線整備資金積立          5億円 

京急連続立体街路整備 16億円（12億円増） 

 

【福祉費】 

障害者総合サポートセンター建設   6億円 

生活保護費の増加   357億円（15億円増） 

障害者給付の増加     76億円（7億円増） 

特養老人ホーム改修費         3億円 

 

【総務費】 

大森地域庁舎の改修          7億円 

新井宿特別出張所の改築        2億円 

仲六郷複合施設の建設                  9億円 

選挙費用（都議選・参院選）             4億円 

 防災力強化事業      1億円 
「区民の命を守る」ための防災力強化 
スタンドパイプの追加配備 
防災備蓄物品の充実 
 

 橋梁の架替・補強      5億円 
平成23年度「橋梁耐震計画」に基づき 
平成25年度は 架替2件・補強11件 
 

 耐震診断・改修助成   10億円 
耐震コンサルタント派遣 
住宅耐震化助成（工事費の2/3） 
耐震シェルター・ベッド設置助成 

 保育園・児童館の耐震工事 4億円 
耐震診断結果に基づき 
安全・安心な保育環境を整備 
9園で実施 
 

 待機児童対策      11億円 
300人の保育サービス定員増。 
保育園新設補助（認可3件・認証4件） 
定期利用保育・保育ママ 
 

 医工連携の充実     1千万円 
森ヶ崎の労災病院を拠点に医療とものづ 
くりの連携を図っています。 
海外見本市への出展支援 

 障害者総合サポートセンター建設 
障害者の生活を総合的にサポート 
相談支援・就労支援などの拠点 
 

 京急蒲田駅前再開発   45億円 
再開発ビル着工 
 

 川瀬巴水 版画展     1千万円 
大田区にゆかりがある 
世界的有名な版画家の特別展を10月に 
 

 東京国体開        2億円 
大田区では正式競技としてカヌーが 
京浜南運河で10月に開催 
 

平成25年度 注目の事業 


