☆☆ 品川区イズ ☆☆
23 区、転入超過 8％増
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高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

～都心志向鮮明に～
総務省が 1/29 に発表した住民基本台帳に基
づく 2015 年の人口移動報告によると、23 区
への日本人の転入超過数（転入＞転出）は
14 年に比べ 68,917 人増加。全国から東京へ、
都内ではより都心へという流れが鮮明。次の区
を転入超過数の多い順に並べて下さい。な
お、このうち 1 つは 23 区中最少。
①品川区
②江東区
③世田谷区 ④目黒区
参考：日経 1/30
◎難易度☆☆☆☆☆

≪平成 28 年度品川区予算（案）≫

一般会計

1678 億 9900 万円

☆11.2％の伸び（27 年度は 3.3％の伸び）
予算規模は、23 区で中位。前年度から 11.2％（約
168.6 億円）の増加です。予算額を区内人口（約
37.8 万人）や世帯数（約 21 万世帯）で割ると…
☆１人当り（赤ちゃんも含め） 約 44.4 万円
☆１世帯数当り
約 79.9 万円

◎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。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（3/1～3/16）で審議し、本会議
（3/23）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。
今号は歳入と，歳出のうち
議会費・公債費と総務費です。

高 橋しんじ 事 務所
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 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。

次の①～③が中心です。
①特別区税 （区民税・たばこ税など）433.1 億円
②特別区交付金（都から交付）
374.0 億円
③国庫支出金（国から交付）
361.7 億円
◇区民の税負担状況◇ １年間の負担感は？
①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
約 11 万 4594 円
☆１世帯当たり税負担額
約 20 万 6269 円
公債費
公債費

130円
円
（160
円）
衛生費
衛生費 （円）

産業経済費
産業経済費

840
円円
680
（810
（740 円）
円）

4420 円（4600 円）
民生費
☆最大の支出分野
4700 円
（4430 円）

円 円
2760
（円） 円）
（1840
☆増加！
総務費
1070 円
1350 円
（1310 円）
（1460 円）

円 円 予備費
50
予備費
（円）
（60
円） 円
20 円
（円）
（20 円）

民生費

土木費
土木費

総務費

議会費
議会費

160
円 円
（160
円）
（円）

教育費
教育費
円円
810
（円）
（1100 円）
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高橋しんじプロフィール
平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58 票差）のご支持を頂き、現在３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 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232
票（１位）。『議員力検定１級』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

発行者 高橋慎司
◎178 億 8233 万円
（歳出の 10.7％）
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
☆徴税、庁舎管理、防災、
Tel ０３‐５７４２－６８６２
地域活動等、多岐にわた
☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！
ります。
☆ご希望の方に『区政報告』をお届けい
昨年度比 9.8％減
たします(送料は当方で負担します)。
▽住民情報システム運営費－住民票・印鑑証
明・納課税証明書コンビニ交付 他
☆便利になります♪
◎9 億 1647 万円
ちょっとした話ながわ
▽私立幼稚園関係経費－保護者補助（対象者
拡大）他
◎8 億 3958 万円 ◇ｺﾝﾋﾞﾆで住民票の写し等、交付ｽﾀｰﾄ
▽地域住民と外国人との交流促進－英語少し
区では、平成 28 年 9 月から、個人番号ｶｰﾄﾞ
通じますﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、中国語少し通じますﾌﾟ （ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度）取得者は、最寄りのｺﾝﾋﾞﾆで住
ﾛｼﾞｪｸﾄ、大使館等と交流、他◎5323 万円
民票等を取得できるようになります。
▽町会・自治会活動活性化推進条例制定、加 【提供ｻｰﾋﾞｽ】住民票の写し、印鑑登録証明書、
入促進支援（ｸﾞｯｽﾞ購入助成等）、他
納課税証明書
▽青少年育成事業－地区委員会制度発足 60 【拠点】ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ、ﾛｰｿﾝ、ｻｰｸﾙ K ｻﾝｸｽ、ﾌｧﾐﾘ
周年事業、全国大会出場者支援（個人・団
ｰﾏｰﾄ 区内店舗 232 店、全国 47020 店
体へ支援金補助）、他
◎5786 万円 【利用時間】6：30～23：00（年中無休）
▽ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催周知事業 【手数料】200 円（現在：窓口 300 円）
－ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾀ、リオ五輪視 【多言語対応】日本語以外
察、事前ｷｬﾝﾌﾟ誘致、ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝﾀｲﾏｰ
6 ヵ国語対応
設置（区内 25 台）、他 ◎8369 万円
◎予算
2
億
7259 万円
《議会費》 ◎８億 3735 万円（歳出の 0.5％）
▽参議院議員選挙経費－7 月執行予
☆議会運営、議員報酬・政務活動費（40 名）、
定（18 歳選挙！）◎1 億 5794 万円
議会広報（区議会だより、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ経費等）、
クイズの答え：③（23 区 1 位）世田谷 6164 人⇒
※区議会だよりを全面ｶﾗｰﾍﾟｰｼﾞ化します。
《公債費》 ◎21 億 5438 万円（歳出の 1.3％） ②（23 区 2 位）江東 5163 人⇒①品川（23 区 3 ◎『区政報告』をお配りしています。
位）4911 人⇒④目黒（23 区 23 位）952 人。都心
◎議会等の事情で変更する場合があります。
☆公債の償還（返済）費用です。
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
部への人口流入の背景には、新築ﾏﾝｼｮﾝの供給拡
注 公債（こうさい）＝区の借金。
27 年度末の公債残高（見込み額） 大があります。品川区内でもﾏﾝｼｮﾝ建築計画が数
月・水 ＪＲ大井町駅前 火 京急青物横丁駅前
多く予定され、中古ﾏﾝｼｮﾝの人気も高いと言われ
は、166 億 6996 万円です。
木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
ています。子育て世代の転入が多く、対応でき
☆ 各 7:00-9:30 頃
毎年約 30 億円返済しています。
るよう、区の施策の充実が求められています
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（26 年度 28.4％、27 年度
28.4％）。前年比約 4.5 億円（1.1％）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。28 年度予算において
は、区民の 27 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５億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 10 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。26 年度末で残高
約 777 億円）から約 104 億円（昨年度は
77 億円）を取り崩して歳入に繰入れ（くり
いれ＝貯金を使い）歳入不足を補います。

朝、駅前にいます！

