☆☆ 品川区イズ ☆☆
ふるさと納税で品川区の減収は？
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※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

≪平成 31 年度品川区予算（案）≫
☆１人当り（赤ちゃんも含め） 約４８万円
☆１世帯数当り
約８５万円
予算額（1,877 億円）を区内人口（約 39 万人）
や世帯数（約 22 万世帯）で割ったｻｰﾋﾞｽ額です。

◎過去最大の予算規模!!
一般会計 1,877 億 5,400 万円
☆7.5％の伸び（約 131.7 億円の増加）
予算規模は 23 区で中位です。

◎予算：予算とは、1 年間の歳入（収
入）・歳出（支出）の計画です。
具体的には、この３１年度予算案を議会が予
算特別委員会（3/４～18）で審議し、本会議
（3/26）で表決します。可決したら成立です。
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今号から４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，歳出のうちの議会費・公債費です。
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☆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。

平成 31 年度予算の歳入（収入）は、転
入者増加などで特別区税（住民税、たばこ税
等）26 億円増加、特別区交付金（固定資産
税、地方法人税等を都が集め、23 区に交付
する）が 15 億円増加と想定しています。
一方で、ふるさと納税による住民税の減収
額は、年々増加しています。さて、31 年度
予算案における、ふるさと納税による品川区
の住民税減収額の想定は？
① 8 千万円 ②１億円
③ ８億円
④18 億円
◎難易度☆☆☆

☆区の収入です。特別区税（478
億円）の予算額を人口や世帯で割ると…
【区民の税負担状況（年間）】
☆１人当り税負担額（赤ちゃん含め）約 12 万円
☆１世帯当たり税負担額
約 21 万 7 千円
税負担感と区のｻｰﾋﾞｽとのﾊﾞﾗﾝｽはいかかですか?

歳入は、次の①～③が中心（約 62％）です。
①特別区税 （区民税・たばこ税など）478.2 億円
②特別区交付金（都から交付）
421.0 億円
③国庫支出金（国から交付）
277.5 億円
①特別区税-特別区民税、軽
自動車税、特別区たばこ税
の 3 税です。区の歳入の約 25％を占めます。
前年比約 26 億円（5.8％）の増収見込みです。
この特別区税の 90％以上を占める
特別区民税（＝住民税）は、納税
者数の増加（品川区への転入者
増加等）により、約 26.3 億円の
増収を見込んでいます。
②特別区交付金-東京都から 23 区
各区に交付されます。財源の中心は東京都
へ納められる固定資産税、地方法人税等で
す。約 15 億円の増加を見込んでいます。
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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！
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《議会費》◎8 億 5,786 万円（歳出の 0.5％）
【目的別歳出】 30 万円のうちどのくらいか？
・公債費
・産業経済費
…
2,100 円
4,500 円

0.7％

1.5％

・衛生費
19,800 円

6.6％

・土木費
50,700 円

16.9％

・議会費
1,500 円

0.5％

・予備費
600 円

0.2％

・民生費
147,900 円
☆最大の支出分野
約 50％ です!!

・総務費
33,900 円

11.3％

・教育費 39,300 円

13.1％

【目的別歳出の内容】※番号は歳出額ベスト 3
①民生費－子育て（保育園、在宅子育て）、高齢・
障害者福祉、生活保護等
②土木費－住宅、道路、公園等のまちづくり等
③教育費－幼稚園、小中学校教育、
図書館運営等
総務費－徴税、庁舎管理、防災、地域活動
議会費－区議会に関わる支出
産業経済費－観光、商工業振興、消費者対策等
公債費－公債（＝借金）の返済費用
衛生費－区民検診、健康、環境、ごみ処理等
予備費－予定外の支出への備え

☆議会運営、議員報酬・政務活動費（40 名）、
議会広報（区議会だより、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等）、
▽音声文字化ｼｽﾃﾑ導入－本会議場での発
言を文字化。傍聴者は貸し出し用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ
でﾘｱﾙﾀｲﾑに内容を閲覧できる。◎59 万円
▽区議会議員選挙（4/21 投開票）による新
議会経費－研修会、記章、資料など。
▽議会報告会開催－４回目。日程未定。

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)。

ちょっとした話ながわ
◇区立浜川中学校、整備へ向けた調査へ

教育委員会は、31 年度、源氏前小（中延 6
丁目）、浜川中（↓写真）の今後の整備（時期、
改築＝建て直し、増築、老朽化対策など）に向

《公債費》◎13 億 4,206 万円（歳出の 0.7％） けた調査検討（予算 940 万円計上）します。
☆公債（借金）の償還（返済）費用です。
注 公債（こうさい）＝区の借金。公有地・
私有地等を購入し、区の施設（特
別養護老人ﾎｰﾑ、公園等）を建設
したりします。毎年約 20 億円返
済しています。ご家庭でいえば住
宅ﾛｰﾝなどのﾛｰﾝ返済費用です。30 年度末の
公債残高（借金額）は、約 121 億円（予定）
です。借り入れ状況は、過大ではありません。

【浜川中学校（東大井３丁目）について】
勝島、南大井、東大井地区はﾏﾝｼｮﾝ建設等に
より人口増加。対応するために 31 年度に調査
実施。仮に「改築して整備（建て直し）」とな
った場合は、設計に約 2 年、工事に約 3 年か
かります。

クイズの答え：④18 億円。ふるさと納税は、応
援する自治体に寄付をすると、寄付額から 2 千
円を引いた額が住所地の住民税から控除された
り（＝住所地の自治体から見ると住民税が減収
となる）、所得税から還付されたりする仕組み。
返礼品競争が問題となっています。2018 年減
収額⇒横浜市 103 億円！名古屋市 60 億円、大
阪市 55 億円、世田谷区 40 億円、港区 31 億円
となっています。品川区も影響を受けてます！

人口推計、老朽化等の調
査前ですので未確定です。

朝、駅前にいます！
◎『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。
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

