
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

民生費

約4,050円

（約3,340円）

教育費

約1,810円

（約2,000円）総務費

約1,410円

（約1,520円）

土木費

約1,320円

（約1,690円）

衛生費

約810円

（約850円）

公債費

約290円

（約310円）

産業経済費

約230円

（約210円）

議会費

約60円

（約60円）

予備費

約20円

（約20円）

東京都品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011 
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail takahashi-shinji@spa.nifty.com 
URL http://www.takahashi-shinji.net/ 
☆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。 

高 事 橋しんじ 務所 

2010201020102010 年年年年 2222 月月月月    

 
 

No.123    

    
品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    
    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
ＮＨＫ大河ドラマ『龍馬伝』で盛り上が

っている立会川ですが、かつてかつてかつてかつて京浜急行立京浜急行立京浜急行立京浜急行立
会川駅会川駅会川駅会川駅とととと大森海岸駅大森海岸駅大森海岸駅大森海岸駅とのとのとのとの間間間間にはにはにはには、、、、駅駅駅駅（（（（停留停留停留停留
場場場場））））がありましたがありましたがありましたがありました。。。。開業は明治 37（1904）
年で、立会川駅から南へ約 700ｍの場所。
大正 15 年には、京浜新国道（現：国道 15
号）との立体化により高架上の停車場にな
り、昭和 19（1944）年に廃止となるまで存
在していました。さて、その駅名は？ 

 
①八幡（やはた）②南大井  ③浜川  
④大森     ⑤海岸   ⑥鈴ヶ森 

（参考：『京急の駅 今昔・昭和の面影』 
          JTBパブリッシング） 
 

   予算って？？ 

◎◎◎◎予算予算予算予算：：：：予算とは、1 年間の収入（歳
入）支出（歳出）の計画です。自治体の予算
の提出権は、首長（区長）にあり、議会の議員に
は認められていません。しかし、予算は、『議
会の議決により成立』し、行政（首長）に対す
る民主的コントロールという意義がありま
す。具体的には、この予算案を議会の予算特
別委員会で審議し、本会議で表決します。今年
は、3/5 から 3/23 まで審議をします。 

今号から数回にわたり、予 
算案のうち新規事業を中心に 
概略をご説明します。 

今号は歳入歳入歳入歳入と歳出のうちの 
議議議議会費会費会費会費・・・・公債費公債費公債費公債費と総務費総務費総務費総務費です。。。。    
    
《《《《平成平成平成平成 22222222 年度品川区予算案年度品川区予算案年度品川区予算案年度品川区予算案》》》》    
一般会計一般会計一般会計一般会計    1391139113911391 億億億億 7446744674467446 万万万万円円円円    

前年度から 0.1％（8574 万円）増加にとど
まる。21 年度は 1.1％（14 億円）増加でした。 

この予算額を人口や世帯数で割ると… 
☆１１１１人人人人あたあたあたあたりりりり                            約 40 万円 
☆１１１１世帯数世帯数世帯数世帯数あたりあたりあたりあたり        約 73 万円 
 

歳入：次の①～③が中心です。 

①①①①特別区税特別区税特別区税特別区税                （区民税など） 379.5379.5379.5379.5 億円億円億円億円 

②②②②特別区交付金特別区交付金特別区交付金特別区交付金（都から交付）））） 355.0 355.0 355.0 355.0 億円億円億円億円 

③③③③国国国国庫支出金庫支出金庫支出金庫支出金        （国から交付） 201.1201.1201.1201.1 億円億円億円億円    

◇区民の税負担の状況◇  負担感は？？ 

①の特別区税特別区税特別区税特別区税の予算額を人口や世帯で割ると… 

 ☆１１１１人人人人あたりあたりあたりあたり税負担額税負担額税負担額税負担額   10 万 8,861 円 

 ☆１１１１世帯当世帯当世帯当世帯当たりたりたりたり税負担額税負担額税負担額税負担額  19 万 9,810 円 

 

※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》 歳入 

 

※（ ）は 21 年度 
☆一般会計 1391 億円(平成 22 年度)

を 10,000 円にたとえると…？⇒⇒⇒  

若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、
早稲田実業高、早稲田大学（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。東京大学研究員、塾などを経て、
教師（早稲田実業高、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４月 無所属・新人として 
2541 票の支持をいただき初当選！ 

 しがらみのない無所属 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎2/20 PM５～品川区中小企業ｾﾝﾀｰで
『品川の味と本格焼酎』開催！ご参加を！  
 

 

 
 
 

№123 2010 年 2 月 
発行所 品川区議会無所属クラブ 
発行者 高橋慎司（副幹事長） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！ 
 

無所属クラブ 
    区政報告 

月 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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！ 

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：⑥⑥⑥⑥ 現在の鈴ヶ森交
差点付近にありました。なお、鮫洲鮫洲鮫洲鮫洲
駅駅駅駅とととと立会川駅立会川駅立会川駅立会川駅のののの間間間間ににににはははは「「「「浜川浜川浜川浜川」」」」（鮫浜
小学校裏付近。昭和 19 年廃止）、と
「「「「土佐山土佐山土佐山土佐山」」」」（浜川駅と立会川駅の間で
場所は不明。明治 45 年廃止）という
駅もありました。ﾋﾞｯｸﾘ！ 

 今週の書架 

☆☆☆☆『『『『欲欲欲欲しがらないしがらないしがらないしがらない若者若者若者若者たちたちたちたち』』』』    
（（（（山岡拓山岡拓山岡拓山岡拓    日経日経日経日経ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾚﾐｱｼﾘｰｽﾚﾐｱｼﾘｰｽﾚﾐｱｼﾘｰｽﾚﾐｱｼﾘｰｽﾞ゙゙゙ 850850850850 円円円円））））    
最近の若者は「車を欲しがらず、酒は飲まな

い、物欲が乏しい。ｸﾘｽﾏｽでも恋人に宝飾品を
贈らない」と巷間いわれています。現代の若者
の実像をｲﾝﾀﾋﾞｭｰや統計調査から解明してい
ます。『若年男子は酒よりｽｲｰﾂ』『増えていく
のは貯金だけ』『恋愛市場の危機』『縮小する 

性差』などの章立て。筆者は、「若者若者若者若者がががが
かかかかつてないつてないつてないつてない価値観価値観価値観価値観を持ち始めた」    
と主張しています。 

 

 

 

    総務費 

    【議会費】  ◎７億 7390 万円 
☆議会運営など。（歳出の 0.6％） 

  ・ｹｰﾌｹｰﾌｹｰﾌｹｰﾌﾞ゙゙゙ﾙﾃﾚﾋﾙﾃﾚﾋﾙﾃﾚﾋﾙﾃﾚﾋﾞ゙゙゙放映区議会番組放映区議会番組放映区議会番組放映区議会番組ののののﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙
ｵｵｵｵ・・・・ｵﾝｵﾝｵﾝｵﾝ・・・・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ﾏﾝﾄﾏﾝﾄﾏﾝﾄﾏﾝﾄﾞ゙゙゙配信配信配信配信－ＨＰから
常時視聴可能になります。    

◎◎◎◎2522252225222522 万円万円万円万円    
【公債費】 ◎40 億 541 万円 

（歳出の 2.0％）借入金借入金借入金借入金のののの償還償還償還償還
です。公債（区の借金）の 21
年度末残高 316 億 5 千万円。 

 
 

◎195 億 5765 万円（歳出の 14.1％） 
  ☆徴税、庁舎管理など多岐にわたります。 
・区民活動支援ｻｲﾄ構築－区で活動する個人や

団体が書き込みできるｻｲﾄを開設 ◎766 万円  
・区有施設耐震化工事－区営住宅、地域ｾﾝﾀｰ、 

文化ｾﾝﾀｰ等を 26 年までに完了させる。区本庁
舎は、23 年 3 月竣工予定。◎◎◎◎13131313 億億億億 5103510351035103 万円万円万円万円 

・私立幼稚園預かり保育事業の拡大－補助金の拡
充・実施園の拡大(８→９園)◎◎◎◎約約約約 440440440440 万円万円万円万円 

・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策の充実－庁舎機能維持対
策、子ども・高齢者の感染防止◎◎◎◎4500450045004500 万円万円万円万円 

・区役所庁舎環境対策－電気自動車・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ
車導入経費、電気自動車充電用太陽光発電
施設配置、LED 照明器具設置  ◎◎◎◎596596596596 万円万円万円万円    

☆品川区民芸術祭経費－品川文化事業団と区の 
文化芸術・事業を集中させる区民の一大ｲﾍﾞ
ﾝﾄの芸術祭を新に開催する。 ◎◎◎◎2221222122212221 万円万円万円万円 
・区民保養施設経費－品川荘・箱根荘運

営業務委託、民間施設借上げ（熱海
など３ヶ所のﾎﾃﾙ）◎◎◎◎２２２２億億億億 6464646464646464 万円万円万円万円    

・五反田地区教育総合施設建設－五反田
文化ｾﾝﾀｰ・教育ｾﾝﾀｰ・五反田図書館・
幼保一体施設整備 ◎◎◎◎２２２２億億億億 7446744674467446 万円万円万円万円  

・旧八潮南小学校跡（八潮５丁目）－区民
活動交流施設整備、ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ、管理運
営委託         ◎◎◎◎３３３３億億億億 7148714871487148 万円万円万円万円 

・参議院選挙執行費－７月頃実施 
◎◎◎◎１１１１億億億億 6063606360636063 万円万円万円万円    

・区長選挙・区議会議員補欠選挙執行費－10 月 
頃実施                 ◎◎◎◎１１１１億億億億 5768576857685768 万円万円万円万円    

・平塚小学校跡（荏原４丁目）施設整備－文化芸 
術・ｽﾎﾟｰﾂ活動拠点施設等整備工事。舞台、 
多目的ﾎｰﾙ、ｽﾎﾟｰﾂ室等  ◎◎◎◎８８８８億億億億 8505850585058505 万円万円万円万円 

 

歳入 （続き） 

特別区税は、区の歳入の約
30％を占めます（21 年度 30％、
22 年度 27.3％）。その大半を構
成する特別区民税（＝住民税）
は、前年度分の所得に課税され
ます。つまり、22222222 年度予算年度予算年度予算年度予算におにおにおにお
いてはいてはいてはいては区民区民区民区民のののの 21212121 年度年度年度年度のののの所得所得所得所得にににに    

課税課税課税課税しますしますしますします。。。。21212121 年年年年のののの景気景気景気景気低迷低迷低迷低迷のののの影響影響影響影響をををを反映反映反映反映
しししし、、、、前年比 23 億円（5.8％）の減収を見込んで
います。また、都から 23 区各区に交付される
特別区交付金は、景気低迷による企業収益の
大幅な悪化を反映し（財源の中心は市町村法
人税です）、前年比 14 億円（3.3％）減を見込
んでいます。大幅大幅大幅大幅なななな歳入減少歳入減少歳入減少歳入減少がががが予想予想予想予想されますされますされますされます。。。。 

このような厳しい財政状況の中、事業を行
なうために積み立てた基金（＝区の貯金のよ
うなものです。20 年度末で残高 743 億円）
から約 170 億円を取り崩して歳入に繰り入れま
す。22 年度末の基金残高は 514 億円です。 

   議会費・公債費 


