
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.298 

※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 ☆☆ 

ネット選挙でできることは？ 

公職選挙法が改正され、 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等を利用する選挙運動 

が解禁されました。次のうち 

ﾈｯﾄ選挙でできることは？ 

①候補者が電子ﾒｰﾙで「私に 

清き一票を」などと投票を 

呼びかける。 

②候補者や有権者がﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌﾞﾛｸﾞ･ﾌｪｲｽ

ﾌﾞｯｸ・ﾂｲｯﾀｰで投票を呼びかける。 

③有権者が電子ﾒｰﾙで「○○さん（候補者）

へ投票を！」などと投票を呼びかける。 

④未成年者がﾈｯﾄ選挙運動をする。 

※正解は２つあります。 ◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆    

 

2012012012014444 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 26 年度品川区予算（案）≫ 

一般会計  1462 億 3700 万円 

 ☆9.8％の伸び（25 年度は 0.4％の伸び） 

前年度から 9.8％（約 130 億円）の増加です。 

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 40.6 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 73.1 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、この次年度予算案を議会が予

算特別委員会（3/3～3/17）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（一部の事業）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） 415.6 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） 358.0 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） 265.3 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いかがですか？ 

☆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 11 万 5,444 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 20 万 7,800 円 

 予備費円（円）議会費 60 円 （70 円） 
教育費 1000 円（930 円） 総務費 1200 円 （1350 円） 

民生費 4400 円（4700 円） ☆最大の支出分野 
産業経済費 160 円 （210 円） 公債費 230 円 （250 円） 土木費 2160 円（1660 円） ☆増加！ 

衛生費 770 円 （810 円） 予備費 20 円 （20 円） 
※（ ）は 25 年度  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆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 

◇本会議で質問します！ 

 第１回定例会が 2/19～3/26 に開催されま

す。2/19-21 の本会議の様子は、2/24-3/2 に

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川で録画中継されます。また、今

回より、本会議の様子を生中継でｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配

信します。区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ⇒「区議会」⇒「ｲﾝﾀ

ｰﾈｯﾄ中継」⇒「生中継」でご覧になれます。 

☆私は、2/21（金）13:30 頃から質問します。 

（⇒ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ生中継でご覧にな 

れます） ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞでは、2/28 

（金）20 時、3/2（日）20 時に録 

画中継します。よろしかったら、 

ご覧下さい。 

 

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（25 年度 29.0％、26 年度

28.4％）。前年比約 29.1 億円（7.5％）の増

収（見込み）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。26 年度予算において

は、区民の 25 年度の所得に課税して計上

します。区民の所得状況がやや改善された

ことと納税者数の増加（転入者増加等）に

より、約 29 億円の増収を見込んでいます。 

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、約 18 億円増加。  

また、様々な施策を行なうために、積み

立てた基金（＝区の貯金。25 年度末見込で

残高約 625 億円）から約 75.9 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 918 万円（歳出の 0.6％） 

☆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、議会広報（区、議会広報（区、議会広報（区

議会だより、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費等）議会だより、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費等）議会だより、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費等）議会だより、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費等）、、、、議場椅子修議場椅子修議場椅子修議場椅子修

繕・音声ｼｽﾃﾑ入替繕・音声ｼｽﾃﾑ入替繕・音声ｼｽﾃﾑ入替繕・音声ｼｽﾃﾑ入替え等え等え等え等    

    

《公債費》  ◎33 億 1623 万円（歳出の2.3％） 

☆☆☆☆公公公公債の償還（返済）費用です。債の償還（返済）費用です。債の償還（返済）費用です。債の償還（返済）費用です。 
※公債＝区の借金。区の借金。区の借金。区の借金。25252525 年度末の公債残高（見

込み額）は、214 億 8830 万円です。 

毎年約 30 億円返済しています。 

◎176 億 2072 万円（歳出の 12.0％） 

☆徴税、庁舎管☆徴税、庁舎管☆徴税、庁舎管☆徴税、庁舎管理、理、理、理、    

防災、地域活動等、防災、地域活動等、防災、地域活動等、防災、地域活動等、    

多岐多岐多岐多岐にわたります。にわたります。にわたります。にわたります。    

昨年度比昨年度比昨年度比昨年度比 1.91.91.91.9％％％％減減減減    

    

▽ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進経費－区の魅力発信の

戦略を構築。       ◎◎◎◎1500150015001500 万円万円万円万円 

※ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ＝地域の魅力を創造し、

内外に発信すること 

▽私立幼稚園関係経費－就園奨励費補助（第

2 子・第 3 子所得制限撤廃）、保護者補助

（対象者拡大）他    ◎◎◎◎7777 億億億億 9905990599059905 万円万円万円万円 

▽庁舎等維持管理費－区の本庁舎の維持管

理、改修等       ◎◎◎◎7777 億億億億 6230623062306230 万円万円万円万円 

▽ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催周知事業－小中

学生の競技観戦（ﾎｯｹｰ等）他 ◎◎◎◎496496496496 万円万円万円万円    

▽防災ｾﾝﾀｰ（区役所内）運営費

－運営委託、改修実施設計（体

験型にﾘﾆｭｰｱﾙ） ◎◎◎◎2980298029802980 万円万円万円万円 

▽区長選挙執行費（10 月?） 

◎１億◎１億◎１億◎１億 6965696569656965 万円万円万円万円 

▽区議会議員選挙執行（準備）

費－平成 27 年 4 月執行予定       

◎◎◎◎4136413641364136 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：：：：①②①②①②①②。。。。①ただし相手の同意を得

る必要があります。②動画の投稿も可能。③有

権者のﾒｰﾙ利用は「候補者の知らないところで悪

意のある情報が流される恐れがある」ので禁止で

す。先日の都知事選でﾒｰﾙを送った有権者が選管

に警告されました。④未成年者は、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの世

界でも現実の世界でも選挙運動は禁止です。 

☆ﾈｯﾄ選挙には他にも多くの細かなﾙｰﾙがあります 

『品川区議会だより』より↑ 


