☆☆ 品川区イズ ☆☆
品川区開催競技 1 ﾁｰﾑ何人？

No.

389

2016 年 4 月

品川区議会議員
無所属

2020 年東京五輪では、区内で、３競技
（ホッケー・ビーチバレー・ブラインドサッ
カー（※ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ））が開催されます。それ
ぞれの競技の１ﾁｰﾑの出場選手数による次の
計算をして、答えを選んで下さい。
[ホッケー]＋「ビーチバレー」
＋[ブラインドサッカー]＝？
①１２人 ②１８人
③２２人 ④２３人
◎難易度 ☆☆☆☆

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

-

一般会計 1678 億 9900 万円
①特別区税 （特別区民税・軽自動車税
・たばこ税等） 433.1 億円
②特別区交付税 （都から交付）
374.0 億円
③国庫支出金
（国から交付）
361.7 億円

28 年度予算案を区議会が予算特別委員会
（3/1-16）で審議し、本会議（3/23）で可決し
ました。４月から区では、その予算が執行され
ています。予算特別委員会では、28 年度予算
に関連し、区政運営を含めて様々な質疑が行
われました。今号からその予算審議の一部を
ご報告します。予算の概略は、380～382 号を
ご参照下さい。
過去最大の予算額（※）です。
予算規模（額）は、23 区中の
10 位です。前年度から 11.2％
（約 168.6 億円）の増加です。
※28 年度は 23 区中 18 区が過去最大の予算
額でした。各区とも特別区民税（＝住民税）
の伸びが予算額を引き上げています

・区民の皆様が区に１年で納税される①の
特別区税の予算額を人口や世帯で割ると…
・１人あたり（赤ちゃん含）税負担 約 11 万 4594 円
・世帯あたり税負担
約 20 万 6269 円
☆歳入は、区の 1 年間の収入見込みです。上記の①②③
で区の歳入全体の約 70％を占めます。
①の特別区税のうち最も多い特別区民税（＝住民税）
は、前年度比約５億円増（1.3％増）の 400 億 2870 万円
と見込んでいます。これは、「納税義務者（＝課税対象
者）の増加と所得状況の改善」と区は、説明しています。
特別区民税は、前年度（27 年度）の所得に対して課税
されるため、納税者が増えたり、所得が増えた人が多い
と次年度に税収が増えるということになります。

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。

↑区ＨＰより

・１人当たり
約 44.4 万円
・世帯あたり
約 79.9 万円
☆区による皆さんへの１年間のｻｰﾋﾞ
ｽの合計額は約 44.6 万円。特別区
税の税負担が約 11.4 万円です。負
担とｻｰﾋﾞｽのﾊﾞﾗﾝｽは、どのように
感じられているでしょうか？
※品川区＝人口 約 37 万８千人
世帯 約 20 万９千世帯

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

ズ

-

◇習志野市、ﾄｲﾚで高校生に「投票してね」

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

４階

☆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
いたします(送料は当方で負担します)

習志野市選管は、市のｷｬﾗｸﾀｰ「ﾅﾗｼﾄﾞ♪」が投票
を呼びかける図柄のﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ（⇒）
を 1000 個作り、市内４高校に 200 個
ずつ配った（残りは市役所ﾄｲﾚへ）。ﾄ
ｲﾚでﾍﾟｰﾊﾟｰを引くと、「18 歳から」
「有権者」「さぁ～投票」等のﾌﾟﾗｶｰ
ﾄﾞをもったﾅﾗｼﾄﾞ♪が順次現れ、最後
に「あなたの 1 票で次代をつくろう」
と結ぶ。☆18 歳選挙権への取り組み
です。
参考：3/31 毎日新聞

Ｑ：他議員の質問 Ａ：区側の答弁
☆：私の考え
◎：予算額
◇私の質問は、後ほどまとめてご報告いたします。

◇しながわ水族館の今後
Ｑ：水族館運営事業収入分配金が
270 万円。今年で 25 年目。
今後の運営の戦略は？
Ａ：区が保有し、運営はｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ
（注 池袋ｻﾝｼｬｲﾝ水族館も運営）。来館者の 95％が
区外の方。数少ない品川の観光施設として施策を
続ける。外国の方も増えている（2 月までで 8000
人）ので、東京五輪に向けて多言語対応や魅力を
充実させたい。
◎水族館運営費 6289 万円
☆水族館の魅力は理解できますが、運営費 6289 万円
の一方で、収入分配金は 270 万円。多額の経費（税
金）をかけて区が保有し続けるべきか、という点での
十分な検討・分析の必要性があります。

東京新聞より

1678 億 9900 万円
☆品川区の歳出科目（＝お金の使
い道の種別）は次のとおりです。
民生費－子育て、高齢者・障害者福祉・生活
保護等。◎最大の支出科目です
教育費－小中学校教育、図書館運営など
総務費－徴税・庁舎管理・防災など
土木費－住宅、公園、道路など
衛生費－区民検診やごみ処理等
産業振興費－商工業振興対策、
消費者対策等
議会費－議会運営、議員報酬など
公債（こうさい）費－公債（区の借金）
償還（返済）
☆次号は、歳出の総務費と民生費について予
算委員会審議（質疑応答）をご報告します。

◇ニコンの跡地利用について
Ｑ：ﾆｺﾝ（＝ﾆｺﾝ大井製作所。西大井 1
丁目。西大井広場公園となり）の８
階建ての工場が解体される。ここ
は、とても広い。解体工事、跡地利
用についての情報は？
Ａ： 解体工事は、本年 4/1～平成 29 年 10 月。解体
後の活用については、事前相談等、区に来ていな
い。公園との間の歩道の拡張の協力は求める。
Ｑ：なぎさ会館の現状と今後の運営について。転用も
Ａ：なぎさ会館（区民斎場）の利用は、年数％ずつ
減少。今後の高齢者人口の推移、耐用年数なども
見ながら今後検討していくと認識している。
クイズの答え：②ﾎｯｹｰ 11 人＋ﾋﾞｰ
ﾁﾊﾞﾚｰ２人＋ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ５人＝18 人
です。ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰは、潮風公園（東八潮
1・2 丁目）、ﾎｯｹｰとﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰは、大
井ふ頭中央海浜公園（八潮４丁目）で
開催されます。区もｲﾍﾞﾝﾄ開催予定！

産業経済費
公債費
130 円

160 円
（160 円）

議会費
50 円
（60 円）

衛生費 （160 円）
680 円
（740 円）

予備費
20 円
（20 円）

民生費
4420 円（4600 円）
☆最大の支出分野

土木費
2760 円
（1840 円）
☆増加！

総務費

教育費

1070 円
（1310 円）

810 円
（1100 円）

※（ ）は 27 年度

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前
木 ＪＲ大森駅前
◎『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。 金 京急立会川駅前
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00-9:30 頃

