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No.
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2021 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

1/18、大井競馬場の第 2 ﾚｰｽで珍しい名前
の牝馬（ひんば＝メス）が出走。３着となり、
話題となっています。次のどれでしょうか。
馬主は「世の中を明るくしたい」と語ります。
①カエルピョコピョコ
②アンドロメダザダゾ
③ナナナナナイロ
④オレハマッテルゼ
⑤スモモモモモモモモ
⑥ビックリシタナモー
◎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 月下旬には、その原案が決定し、
２～3 月に区議会で審議します。今号は、予
算編成の流れをご説明します。次号から令和
３年度予算案の概要をご報告します。

区長出席の会議で必要性を PR
12 月

※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

９月
10 月

予算要求

※

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
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。

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

【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

経営会議でﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

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

≪予算原案≫

決定！！

区
議
会
２月
『当初予算案』ﾌﾟﾚｽ発表 ※
の
出
区のＨＰでも公表します
番
２月
で
区議会へ提出・審議及び議決
す
～
３月
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
◇品川区議会議員１人の新型コロナ
ウイルス感染を確認しました

1/25(月）、品川区議会議員１人が新型コロナウイ
ルスに感染したことを確認しました。
当該議員は、23 日（土）に PCR 検査を受け陽性
が判明したものです。21 日(木)に当該議員は特別
委員会に出席していますが、濃厚接触者はおりませ
ん。区議会事務局では、委員会室等の消毒は済ませ
ました。 （1/26 品川区議会ホームページより）
区議会事務局は、「療養中だが、重症か軽症か等
は把握していない」としている。
（1/27 東京新聞）

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、まだ不十分

↗武洋 埼玉県和光市長 談）があります。
品川区は、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（左
の a ﾚﾍﾞﾙ）。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、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
した。しかし、各部の要求額と（査定した最
終的な）予算案額のみの公表（c レベル）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。私は、その後も査定額等
の公開を求めていますが、実現で
きていません。さらなる「透明化」
を求めて参ります。

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↗
予算
◎品川区 令和 3 年度予算案 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 B－A 査定理由 ※ 現 在 の 状 況 で す 。
空欄は２月中旬に
すまいるｽｸｰﾙ運営費
1,501,887,000
公表されます。
しながわ水族館運営費
514,048,000

◇文京区 令和２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地域医療連携事業
０
０
950,000
０
②地域子育て支援拠点事業
45,523,000
49,884,000
49,884,000 34,534,000
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
公表している文京区の例を見てみましょう。
でも、この資料を活用して、査定理由を質問
①各部は要求していませんが、区長が新たに
する等、予算審議を有意義に行えます。
予算化しています。
注 企画部＝区政の総合調整が担
②企画部が増額しています。区長はそのまま。
当。予算の査定（事業の必要
◇ともに査定理由を明らかにしています（紙
性を判断する）も行います。
面の都合で省略）。区長査定額＝予算案額で
品川区でも同様の仕組みで
す。区民の方々にお知らせするという本↗
す。
クイズの答え：⑤ｽﾓﾓﾓﾓﾓﾓﾓﾓ。馬主は「ｽ
ﾓﾓ」としたかったのですが、既に登録
済みで「スモモも桃も桃のうち」から
つけたそうです。①ｶｴﾙﾋﾟｮｺﾋﾟｮｺは⑤が
認められなかった場合の第２候補。② ◎『区政報告』をお配りしています。
ｱﾝﾄﾞﾛﾒﾀﾞｻﾞﾀﾞｿﾞ（ｱﾝﾄﾞﾛﾒﾀﾞ座だぞ！） ◎議会等の事情で変更する場合があります。
③は地方競馬、④⑥は中央競馬に実在。 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
④オレハマッテルゼ

・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
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

