☆☆ 品川区イズ 607☆☆ だん

◇品川歴史館（大井６丁目。写真）

No.

607

2022 年 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

区政研究ノート

歴史館が建っている土地には昭和時代初期
から安田財閥の創始者安田善次郎の甥である
安田善助の邸宅があった。その後、複数の所有
者や吉田秀雄記念館を経て、品川区が土地を
所有し、1985（昭和 60）年開館した。
吉田秀雄氏は、ある会社を世界有数の広告
代理店に成長させました。その会社は？
①博報堂 ②東急エージェンシー
③サイバーエージェント
④ジェイアール東日本企画
⑤電通
◎難易度 ☆☆☆

品川区予算編成の流れ

☆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４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

※

各部課から

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 しないと実現しません。

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。

経営会議でﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
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

≪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でも発表します
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
2019 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。2007 年初当選（2541 票）
、2011 年 5232
票（１位）
。2015 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

区

≪ギフテッド＝特異な才能を持つ子ども≫

政報告
№６０７

科学、数学、スポーツ、芸術などの分野で特異な才
能のある子（ギフテッド）への教育は、欧米や中国等
では国が制度化するなどしています。日本では、昨年
12 月、文科省の有識者会議が「才能のある子を選抜
して英才教育をするのではなく、能力を持つがゆえ
に抱える困難（学校になじめない、不登校他）を解消
する支援が重要」とする考えをまとめた。今後、支援
内容などを検討し、提言する予定。渋谷区はギフテッ
ドの子どもを伸ばす新たな特別支援教育を試みてい
ます。品川区教育委員会は、学校に専門家を
派遣し、ｱﾄﾞﾊﾞｲｽしてもらった例があります
が、特別の教育については「検討中」の段階。

2022 年 ２月

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、進まず…
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」（元埼↗

↗玉県和光市長 松本武洋氏談）があり
ます。品川区では、編成過程は非公表
でした。私は、以前から議会で「予算編成過程
の透明化」を提案し、区は、消極的でしたが、
「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、ずっと非公表でした。やっ
と令和２年度予算から予算編成過程が初めて
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
（左の 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
は現在も公表されていません。
今後も区民の方々のご理解の
ために「さらなる透明化」を求
予算
めて参ります。

◎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
保育園運営費
2,464,845,000
しながわ水族館運営費
390,688,000

◇文京区 令和３年度 予算編成過程（一部）

B－A

増減理由

※２/２現在の状況で
す。空欄は２月中
旬に公表されます。

☆透明度が高いです！

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観光まつり振興
22,091,000
18,225,000
18,225,000
8,098,000
②学校施設快適性向上（小学校） 320,014,000 328,972,000 127,859,000
330,749,000
詳しい予算編成過程をわかりやすくＨＰで
公表している文京区の例を見てみましょう。
①は企画部が減額してます。区長はそのまま。
②は企画部が増額し、区長が減額しています。
それぞれ査定理由を明らかにしています
（紙面の都合で省略）。区長査定額＝予算案額
です。区民の方々にお知らせするという本↗
クイズの答え：⑤電通 第 4 代代表取
締役社長（1947 年～）。世界有数の広
告代理店に成長させる一方、広告業全
体の社会的地位の向上に全力を尽く
し、
「鬼十則」
（1951 年制定）を作るな
ど広告の鬼と呼ばれる。時代が日本人
に猛烈に働くことを強いていた時期で
もある。◎歴史館運営費１億 7,554 万円

↗来の責任を果たしています。また、議会で
も、この資料を活用して、査定理由を問う等、
予算審議を有意義に行えます。
注 企画部（文京区は企画政策部）
＝区政の総合調整が担当なの
で予算の査定（事業の必要性を
判断し増減する）を行います。
品川区では企画部といいます。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！月
火 京急青物横丁駅前

◎『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。
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。

木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

