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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 

※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    

 

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 ☆☆ 

◇都立高校推薦入試でﾐｽ 

去る 1/26.27 に行われた都立高校推薦入試

（面接、集団討論、小論文等）で品川区内

の都立高校で入試問題にミスがありました。 

次のうちどの学校でしょうか？ 

①小山台

こやまだい
高校（小山３丁目） 

②大崎高校（豊町２丁目） 

③八潮高校（東品川３丁目） 

④攻玉社高校（西五反田） 

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

 

 

平成 27 年度予算概要Ⅰ 

 

≪平成 27 年度品川区予算（案）≫ 

一般会計 1510 億 3890 万円 

 ☆3.3％の伸び（26 年度は 9.8％の伸び） 

  予算規模は、23 区の中位です。 

前年度から 3.3％（約 48 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… 

☆１人当り（赤ちゃんも含め）１人当り（赤ちゃんも含め）１人当り（赤ちゃんも含め）１人当り（赤ちゃんも含め）    約 41.9 万円 

☆１世帯数当り１世帯数当り１世帯数当り１世帯数当り                 約 75.5 万円 

 

予算審議の仕組み 

◎予算：◎予算：◎予算：◎予算：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。これは、行政（首長）に対する民主

的コントロールという意義になります。 

・具体的には、この次年度予算案を議会が予算

特別委員会（3/2～3/17）で審議し、本会議

（3/27）で表決します。 

・今号から３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。。。。    

 

①①①①特別区税特別区税特別区税特別区税            （区民税など） 428.6 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） 363.0 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） 253.2 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に？ 

☆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 9,055 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 21 万 4,300 円 

  予備費円（円）議会費 60 円 （60 円） 
教育費 1000 円（1000 円） 総務費 1310 円 （1200 円） 

☆民生費 4600 円（4400 円） ☆最大の支出分野 
産業経済費 170 円 （160 円） 公債費 160 円 （230 円） 土木費 1840 円（2160 円） 

衛生費 740 円 （770 円） 予備費 20 円 （20 円 
※（ ）は 26 年度 

No.340 

 2222015015015015 年年年年    2222 月月月月    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

◇消費税８％⇒区の税収 25 億円ｱｯﾌﾟ!! 

 平成 26 年 4 月、消費税が５％⇒８％にｱｯﾌﾟしま 

した。その増税分の一部は、平成 26 年度の区の

歳入となりましたが、平成 27 年度は、増税分が

すべて「地方消費税交付金」として、国から地方

自治体に交付されます。そのため、27 年度は、  

品川区では、25 億円の増加（見込み）とな

ります。この増加分は、区の政策のうち、

社会保障の充実（子ども・子育て支援の充 

実など）に充てられることが定められています。 

 ◇品川区立学校教諭、ｽﾏﾎで盗撮 

区教委によると、男性教諭（33）が 2/6 JR 横

浜駅のｴｽｶﾚｰﾀで女性のｽｶｰﾄの中を盗撮し、県条例

違反として警察に事情聴取を受けた。教諭は事実

関係を認めているという。参考：参考：参考：参考：2/112/112/112/11 読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞 

-歳出- 

 

◎198 億 2052 万円（歳出の 13.1％） 

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

多岐にわたります。昨年度比多岐にわたります。昨年度比多岐にわたります。昨年度比多岐にわたります。昨年度比 12.512.512.512.5％％％％増増増増    

◇メモリアルフォトコーナー設置－婚姻届を提

出した区民の方を記念撮影。 

※私が議会で提案した施策 

が数年かかって実現。 

◇しながわ学びの杜（もり）事業 

－これまでﾊﾞﾗﾊﾞﾗだった生 

涯学習講座を整理・統合・ 

体系化して学びの場をﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ◎◎◎◎806806806806 万円万円万円万円 

 ※こちらも私が議会で「区民講座等の整理を」

と提案して、数年かかって実現。 

◇防災センター（第二庁舎内）を体験型防災施

設にﾘﾆｭｰｱﾙ－消火・救護・避難体験、シ

アターなど。     ◎３億◎３億◎３億◎３億 2850285028502850 万円万円万円万円 

◇個人番号ｶｰﾄﾞの利活用 住民票・印鑑証明

書をｺﾝﾋﾞﾆ交付－個人番号ｶｰﾄﾞでｺﾝﾋﾞﾆに

て取得できるようにする（ｻｰﾋﾞｽ開始：平  

成 28 年）◎◎◎◎ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ初期経費初期経費初期経費初期経費    550550550550 万円万円万円万円 

◇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（26年度 28.4％、27 年度 28.4％）。

前年比約 12.9 億円（3.1％）の増収（見込

み）です。※たばこ税＝32 億 5600 万円 

◇特別区民税（＝住民税で約 395 億円。特

別区税の 90％以上を占める）は、前年 

度分の所得に課税されます。27 年度予算

においては、区民の 26 年度の所得に課

税して計上します。昨年度に続き、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）を予測し、

約 14.3 億円の増収を見込んでいます。 

◇特別区交付金（東京都から 23 区各区に

交付。財源の中心は固定資産税、地方法

人税等）は、６億円の増加。   

◇積み立てた基金（＝区の貯金。26 年度末

見込で残高約 754 億円）から約 77.5 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。 

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！ 

 

《議会費》 

◎９億 494 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（区議会だより、議会広報（区議会だより、議会広報（区議会だより、議会広報（区議会だより、    

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

政務活動費第三者政務活動費第三者政務活動費第三者政務活動費第三者    

機関設置など機関設置など機関設置など機関設置など    

 

《公債費》   

◎24 億 1852 万円（歳出の 1.6％） 

☆公債の償還（返済）費用です。☆公債の償還（返済）費用です。☆公債の償還（返済）費用です。☆公債の償還（返済）費用です。 
※公債＝区の借金。区の借金。区の借金。区の借金。26262626 年度末の公債残

高（見込み額）は、185 億 3898

万円です。毎年約 30 億円返済

しています。 

◎は、27 年度予算額です 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：：：：①小山台高校。①小山台高校。①小山台高校。①小山台高校。小論

文検査で問題文に誤字があった。「絨

毯毯毯毯」（じゅうたん）を「絨毬毬毬毬」と誤っ

た。受検者が答案用紙に「毬毬毬毬」を用

いて解答しても、「毯毯毯毯」と書いたもの

として扱いました。234 人が受検（定

員 63 人）。④は中高一貫の私立校。 

 


