
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.260 

※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    

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 

 

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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

実は７つある「副都心」 

1958 年、国は、丸の内や霞ヶ関など

「都心」に集中していたｵﾌｨｽ等の業務機能を分

散させるために新宿・渋谷・池袋の３地区を「副

都心」と位置づけて、整備を進めました。その

後、３地区だけでは、受け皿として間に合わ

なくなり、拡大され７地区となりました。さ

て、次のうち「副都心」ではない地区は？ 

（３つあります。『新拠点』といいます）   

◎難易度：☆☆☆☆◎難易度：☆☆☆☆◎難易度：☆☆☆☆◎難易度：☆☆☆☆☆☆☆☆    

①大崎  ②上野・浅草  

③錦糸町・亀戸  

④秋葉原 ⑤品川  

⑥臨海（東京湾岸）⑦羽田 

 

2013201320132013 年年年年 2222 月月月月    

 

 

議会費 円 （円） 
教育費 円 （円） 総務費 1350 円 （1460 円） 

民生費 4700 円 （4430 円） 
産業経済費 円 （円） 公債費 円 （円） 土木費 円 （円） 

衛生費 840 円 （810

≪平成 25 年度品川区予算（案）≫ 

☆0.4％の伸び（24 年度はﾏｲﾅｽ 3.8％） 

一般会計  1331 億 5400 万円 

 前年度から 0.4％（5560 万円）の増加 

この予算額を区内人口（約 36 万人）や世帯数（約

20 万世帯）で割ると… 

☆１１１１人人人人当り（赤ちゃんも含め）当り（赤ちゃんも含め）当り（赤ちゃんも含め）当り（赤ちゃんも含め）    約 37.0 万円 

☆１世帯数１世帯数１世帯数１世帯数当り当り当り当り                 約 68.5 万円 

 

◎予算◎予算◎予算◎予算：：：：予算とは、1 年間の収 

入（歳入）・支出（歳出）の計画です。 

自治体の予算の提出権は、首長（区長）だけに

あり、議会の議員には認められていません。 

しかし、予算は、『議会の議決がないと成立』

しません。行政（首長）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、この予算案を議会が予算特別

委員会（3/4～3/18）で審議し、本会議（3/26）

で表決します。 

今号から数回にわたり、予算案の 

うち新規事業・拡充事業を中心に概 

略をご説明します。 

今号は歳入歳入歳入歳入と，歳出のうち 

議会費・公債費議会費・公債費議会費・公債費議会費・公債費と総務費総務費総務費総務費です。。。。    

 

  

 次の①～③が中心です。 

①①①①特別区税特別区税特別区税特別区税            （区民税など） 386.5 億円 

②特別区交付金②特別区交付金②特別区交付金②特別区交付金（都から交付） 340.0 億円 

③国庫支出金③国庫支出金③国庫支出金③国庫支出金        （国から交付） 217.2 億円    
◇区民の税負担状況◇ １年間の負担感は？ 

①の特別区税特別区税特別区税特別区税の予算額を人口や世帯で割ると

…。負担感とｻｰﾋﾞｽとのﾊﾞﾗﾝｽは？ 

☆１人当り税負担額１人当り税負担額１人当り税負担額１人当り税負担額    約１０万 7,361 円 

☆１世帯当たり税負担額１世帯当たり税負担額１世帯当たり税負担額１世帯当たり税負担額        約 19 万 3,250 円 

 予備費円（円）議会費 70 円 （70 円） 
教育費 ９３０円（1420 円） 総務費 １３５０円 （1460 円） 

民生費 ４７００円（4430 円） 
産業経済費 ２１０円 （200 円） 公債費 ２５０円 （280 円） 土木費 １６６０円（1280 円） 

衛生費 ８１０円 （840 円） 予備費 20 円 （20 円） 
※（ ）は 24 年度  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。    

 

ちょっとした話ながわ 

ラジオ出演します！ 

☆2/15(金)ラジオ日本（1422kHz） 

23：00～23：30 オンエアー♪ 

 『清水勝利のこれでいいの『清水勝利のこれでいいの『清水勝利のこれでいいの『清水勝利のこれでいいの    

かニッポン！』かニッポン！』かニッポン！』かニッポン！』に出演します。 

番組は、元市議会議員のﾊﾟｰｿ 

ﾅﾘﾃｨがｹﾞｽﾄとともに「これから 

の日本」を徹底討論します。こ 

れまで、鳩山由紀夫、石破茂、 

舛添要一、猪瀬直樹、鈴木宗 

男等多数出演。私は、「地方の 

反乱」のｺｰﾅｰに出演します。 

ぜひ、お聞き下さい♪♪～ 

 

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！ 

特別区税（特別区民税、軽自動車税、

特別区たばこ税）は、区の歳入の約 30％を

占めます（24年度 29.0％、25年度 29.0％）。

前年比約 2.4 億円（0.6％）の増収（見込み）

です。これは、たばこ税分の増収です。 

特別区税の 90％以上を占める特別区民

税（＝住民税）は、前年度分の所得に課税さ

れます。つまり、25 年度予算においては、

区民の 24 年度の所得に課税して計上しま

す。景気の低迷から、歳入の柱の住民税は、

0.8％（約 8 千万円）の減収見込みです。 

また、東京都から 23 区各区に交付され

る特別区交付金（財源の中心は固定資産

税、地方法人税等）は、前年並みの見込み。  

この状況の中で施策を行なうために、積

み立てた基金（＝区の貯金。24 年度末見込

で残高約 681 億円）から約 73 億円を取り

崩して歳入に繰入れ（＝貯金を使い）歳入 

不足を補います。 

《議会費》◎９億 529 万円（歳出の 0.7％） 

☆議会運営、議員報酬☆議会運営、議員報酬☆議会運営、議員報酬☆議会運営、議員報酬（（（（40404040    

名）名）名）名）、議会広報（区議会だ、議会広報（区議会だ、議会広報（区議会だ、議会広報（区議会だ    

より、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費等）より、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費等）より、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費等）より、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費等）等等等等    

▽ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ映像配信（生中▽ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ映像配信（生中▽ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ映像配信（生中▽ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ映像配信（生中    

継）導入等継）導入等継）導入等継）導入等で 24 年度比 4.4％増です。 

《公債費》  ◎33 億 1417 万円 
（歳出の 2.5％）☆☆☆☆公公公公債（区の借金。債（区の借金。債（区の借金。債（区の借金。24 年

度末の公債残高見込みは、243 億 8389 万

円）の償還（返済）費用です。）の償還（返済）費用です。）の償還（返済）費用です。）の償還（返済）費用です。    

 

防災関係で新規事業！ 

◎179 億 6558 万円（歳出の 13.5％） 

☆徴税、庁舎管理、防災、地域活動等、多岐☆徴税、庁舎管理、防災、地域活動等、多岐☆徴税、庁舎管理、防災、地域活動等、多岐☆徴税、庁舎管理、防災、地域活動等、多岐

にわたります。昨年度比にわたります。昨年度比にわたります。昨年度比にわたります。昨年度比 6.96.96.96.9％％％％減減減減    

▽ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等経費－区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営、WEB

映像館改修（ｽﾏｰﾄﾎﾝで見られるように） 

※WEB 映像館は面白いですﾖ ◎◎◎◎2637263726372637 万円万円万円万円    

▽町会・自治会等向け情報配信ｼｽﾃﾑ配備－ 

町会長等にﾀﾌﾞﾚｯﾄ（文字情報通信、ﾃﾚﾋﾞ

電話機能付）配布      ◎◎◎◎884884884884 万円万円万円万円 

▽災害医療ｷｯﾄ配備－避難所へ ◎◎◎◎2340234023402340 万円万円万円万円 

▽避難所用簡易ﾄｲﾚの計画的配備－200 回ｾｯ

ﾄ×1800 箱×５年で整備＝180 万回分  

※避難者 12 万人で１日５回×３日分を想

定しています。 

◎◎◎◎25252525 年は年は年は年は 6300630063006300 万円万円万円万円    

▽区長と教育委員の懇談会－ 

教育委員会は、区長部局 

から独立しているが、区長 

と教育委員が直接意見交換 

する場を設定し、連携を強 

化する。    ◎◎◎◎50505050 万円万円万円万円 

▽町会・自治会への支援の構築 ◎◎◎◎5362536253625362 万円万円万円万円 

▽都議会議員選挙執行費 ◎１億◎１億◎１億◎１億 1925192519251925 万円万円万円万円 

▽参議院議員選挙執行費 ◎１億◎１億◎１億◎１億 3921392139213921 万円万円万円万円    

 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：④品川⑤秋葉原：④品川⑤秋葉原：④品川⑤秋葉原：④品川⑤秋葉原⑦羽田⑦羽田⑦羽田⑦羽田 

都は現在、都心・副都心に加え、新た

に④⑤⑦を中心的な役割を担う「新拠

点」に位置付け、基盤整備等を進めて

います。なお、東京ﾒﾄﾛ副都心線の路

線名は、池袋・新宿・渋谷を縦断して

いることから。☆副都心の大崎周辺

は、再開発による変貌を遂げています。 


