☆☆ 品川区イズ 536☆☆
◇海を渡ったお寺の大きな鐘（かね）◇

No.

536

2020 年

1、2 月

品川区議会議員
無所属

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

区内のあるお寺の大きな鐘（大梵鐘だいぼ
んしょう。約 1300 キロ）が、江戸時代末、
行方不明になりました。慶応３（1867）年、
ﾊﾟﾘ万国博覧会に陳列され、明治４（1871）
年、ｵｰｽﾄﾘｱのｳｨｰﾝ万国博覧会でも展示。その
後、ｽｲｽのジュネーブ市に寄贈され、様々な経
緯で、昭和５（1930）年にもとのお寺に戻り
ました。どこのお寺でしょうか。数字は丁目
①天妙国寺（南品川２）
②泊舩寺(はくせんじ、東大井４)
③薬師寺東京別院（東五反田５）
④品川寺（ほんせんじ、南品川３）
◎難易度 ☆☆☆

☆予算 自治体では、年度（4 月～翌年 3 月） 11 月
がｽﾀｰﾄする前に 1 年間の収入と支出の計画
を立てます。これを予算（＝当初予算）とい
います。1 月中旬には、その原案が決定しま
す。２～3 月に区議会で審議します。今号は、
12 月
予算編成の流れをご説明します。次号から令
和２年度予算案の概要をご報告します。
※は区 HP で公表
４月～８月 各所管（部課）で事業を検討
いめい
８月 予算編成方針 通達※
＝依命通達

【編成日程】

副区長名で予算編成に関する基
本方針が部課に命令されます
９月
10 月

予算要求

※

新たな事業の開始による経費等

11 月

部課長ヒアリング
各部課が「いかにその予算が必要
か」の説明を企画部にします。こ
こでの PR が予算要求実現に大切。
企画部が OK しないと実現しない。

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。

区長出席の会議で必要性を PR
企画部案 内示・復活折衝
企画部が予算案を各部に示し、各
部が減額等の事業の復活を要求
区長査定
区長が復活要求された事業等につ
いて政策的に判断し、査定する

１月
２月

〇経常的経費の見積書提出

毎年連続的に支出される経費
〇臨時的・政策的経費の見積書提出

経営会議でﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

２月
～
３月

≪予算原案≫ 決定！！

区
議
会
『当初予算案』ﾌﾟﾚｽ発表 ※
の
出
区のＨＰでも発表します
番
で
区議会へ提出・審議及び議決
す
区議会の予算特別委員会で審議、
本会議で議決（可決したら成立）
予算成立！！ 4 月から実施です

高橋しんじプロフィール
平成３１年 4 月 6,205．403 票（１位）の
ご支持を頂き、現在４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）
。平成 27 年
5551 票（58 票差で 2 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

≪

ちょっとした話ながわ
≪武漢における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ≫

中華人民共和国湖北省武漢市において、原因と
なる病原体が特定されていない複数の肺炎が報告
されています。中国当局によって、暫定的に新型コ
ロナウイルスが原因と診断されています。風邪やイ
ンフルエンザが流行する時期であることも踏まえ、
マスク着用などの咳エチケットや手洗い等、通常の
感染対策を行うことが重要です。
（品川区 HP より）
☆気をつけましょう！ この他、「都民向け
ﾘｰﾌﾚｯﾄ」「武漢から帰国・入国された方へ」
「医療機関の方へ」などが区 HP にあります。
ご参照ください。

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６４

☆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)。
◇予算編成過程の透明化、一歩前進！

予算編成は、自治体により公開
のレベルが異なります。
a.一切公開しない
b.編成方針・編成日程のみ公開
c.要求額・予算額のみ公表
d.各部の要求額⇒当局の査定額
⇒首長査定額（理由も）等を公開
予算編成過程の公表をする自治体が増加し
ています。背景に「私企業と比較して、税を
強制的に徴収する行政組織（＝役所）にはよ
り強い説明責任貫徹の必要性が求められてい
る。予算編成過程の公表は、説明責任貫徹の
ために欠かすことができない道具」（松本↗
◎公表中の形式（品川区 HP より） 単位：円
事業名
要求額 A
予算案 B
すまいるｽｸｰﾙ運営費
617,108,000
しながわ水族館運営費 204,947,000

↗武洋 埼玉県和光市長 談）があります。
品川区では、残念ながら、他自治体のよう
に編成過程を㏋で公表していませんでした。
私は、以前から何度も議会で「予算編成過程
の透明化」を提案し、区側は、ずっと消極的
でしたが、一昨年、「平成 31 年度予算編成過
程を公表する」と議会答弁がありました。し
かし、なぜか公表されませんでした。
やっと令和２年度予算から初めて予算編成
過程が HP で公表されます（左の c レベル）。
しかし、各部の要求額と（査定した）予算案
額のみの公表です。文京区のように企画部査
定額や区長査定額は公表されません。
それでも、一歩前進です。さらなる
「透明化」を求めて参ります。
予算
B－A

査定理由

※現在の状況です。
空欄は２月中旬に
公表されます。

◇文京区 平成 31 年度 予算編成過程（一部）
HP で各事業について公表しています（上記 d ﾚﾍﾞﾙ）。金額の変動のある事業例です。単位：円
事業名
各部要求額
企画部査定額
区長査定額
前年度予算額
①職員健康診断
47,769,000 46,915,000 58,697,000
46,183,000
②ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進事業 77,372,000 74,702,000 74,702,000
33,231,000
詳しい予算編成過程をわかりやすくＨＰで
↗来の責任を果たしています。また、議会で
公表している文京区の例を見てみましょう。
も、この資料を活用して、査定理由を問う等、
①は企画部が減額し、区長が増額しています。
予算審議を有意義に行えます。
②は企画部が減額してます。区長はそのまま。
注 企画部＝区政の総合調整が担
それぞれ査定理由を明らかにしています
当なので予算の査定（事業の
（紙面の都合で省略）。区長査定額＝予算案額
必要性を判断する）を行いま
です。区民の方々にお知らせするという本↗
す。品川区でも同様です。
クイズの答え：④品川寺（ほんせんじ、
京急線青物横丁駅から数分）。その後、
平成３（1991）年に新梵鐘が鋳造され、
月・水 ＪＲ大井町駅前
友好都市提携を結んだｼﾞｭﾈｰﾌﾞ市に寄
火 京急青物横丁駅前
贈されました。市から、
「平和通り」の
木 ＪＲ大森駅前
標識が送られ、地元の方々の要望によ ◎『区政報告』をお配りしています。
り青物横丁駅前の通りが「ジュネーブ ◎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
☆ 各 7:00-9:30 頃
平和通り」と名付けらました。
◎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！

