
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

2011201120112011 年年年年 2222 月月月月

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

『鈴ヶ森のよう…』？？ 
江戸時代が舞台の『落語 三軒茶屋』で「鈴
ヶ森のような騒ぎで…」という場面が出てき
ます。さてさてさてさて、、、、このこのこのこの「「「「鈴鈴鈴鈴ヶヶヶヶ森森森森のようのようのようのようなななな」」」」とはとはとはとは、、、、
どのようなどのようなどのようなどのような様子様子様子様子のののの形容形容形容形容でしょうか？ 

※『鈴ヶ森』は、南大井周辺 
 の旧地名です。 
①大声で応援する様子 
②馬が暴れている様子 
③大声で泣き叫んでいる様子 
④大声で爆笑している様子 
⑤人々が大混乱している様子 

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 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    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。 
 

高 事橋しんじ 務所 
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！ 
『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定１１１１級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 12121212 月月月月））））    
 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

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    

 

しがらみのない無所属 

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    

No.164 
 

◎◎◎◎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、『議会の議決がないと成立』しません。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、3/7 から 3/29
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 
議会費議会費議会費議会費・・・・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 23232323 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》》》》    

☆15 年ぶりのﾏｲﾅｽ予算！！    
一般会計 1378 億 8516 万円 

前年度から 0.9％（12 億 8930 万円）減少。
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 39 万円 
☆１１１１世帯世帯世帯世帯数数数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） 382.382.382.382.0000 億億億億円円円円 

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）））） 356.0 356.0 356.0 356.0 億円億円億円億円 

③③③③国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金        （国から交付） 215.1215.1215.1215.1 億円億円億円億円    

◇区民の税負担の状況◇ １年間の負担感は？？ 

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  約 ９万 7,800 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 約 19 万 9,810 円 

 

民生費

約4,300円

（約4,050円)

教育費

約1,680円

（約1,810円)

総務費

約1,300円

（約1,410円)

土木費

約1,340円

（約1,320円)

衛生費

約850円
（約810円）

公債費

約270円

（約290円）

産業経済費

約190円

（約230円）

議会費

約70円

（約60円）

予備費

約20円

（約20円）

一般会計約 1378 億円(平成 23 年 

度)を 10,000 円にたとえると…？  

※（ ）は 22 年度

一般会計 歳入    予算のしくみ 

☆貴 重な税 金の
使い道をきちんと
チェックいたします 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

◎『『『『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！！！！

 

 
 

 
 
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！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：①①①①『落語 三軒
茶屋』中で、女性にｱﾀｯｸする男
を「頑張れ！」と仲間仲間仲間仲間がががが大声大声大声大声でででで
声援声援声援声援しししし、、、、囃囃囃囃（（（（はやはやはやはや））））していますしていますしていますしています。
（『古典落語 小さん集』解説よ
り。※由来は、諸説あります） 

   議会費・公債費

【議会費】◎９億 9190 万円（歳出の 0.7％）
☆議会運営、議員報酬等 
・地方議員年金制度廃止に伴う負担金－地方

議員年金が 6月廃止になります◎◎◎◎2.12.12.12.1 億円億円億円億円
【公債費】◎37 億 719 万円（歳出の 2.7％）
☆公債（区の借金。22 年度末の公債残高見

込み 265 億円）の償還（返済）です。 

◎178 億 8913 万円（歳出の 13.0％） 
☆徴税、庁舎管理、防災、地域活動等多岐です
      ・区民参加による行政評価、公共施

設のｺｽﾄ表示等   ◎◎◎◎1387138713871387万円万円万円万円
      ・庁舎等維持管理費－庁舎管理業

務等     ◎◎◎◎６６６６億億億億 2082208220822082 万円万円万円万円
      ・奨学金貸付事業－高校入学準備

金 25 人（公立 7 万円、私立 20 
万円）、高校在学資金 148 人   ◎◎◎◎4603460346034603 万円万円万円万円

・地域振興事業－地域ﾆｭｰｽ毎月発行化、町会・
自治会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成支援、地域美化推進、区
民まつり（13 地区）等       ◎◎◎◎１１１１億億億億 2559255925592559 万円万円万円万円 

・歩行喫煙防止推進経費－巡回指導、吸殻入れ
清掃、喫煙所整備等      ◎◎◎◎1111 億億億億 77777777 万円万円万円万円 

・区民保養所経費－品川荘・箱根荘運営委託、
民間施設借上げ（３施設）◎◎◎◎２２２２億億億億 6545654565456545 万円万円万円万円 

・南大井文化ｾﾝﾀｰ非常用発電機交換工事 
                ◎◎◎◎1300130013001300 万円万円万円万円    
・こみゅにてぃぷらざ八潮運営費 

（旧八潮南小学校跡）     ◎◎◎◎8993899389938993 万円万円万円万円
・街頭消火器交換 950 本    ◎◎◎◎1100110011001100 万円万円万円万円 
・防災区民組織育成費 

－区民消火隊、ﾐﾆﾎﾟﾝﾌﾟ隊助成等◎◎◎◎3782378237823782 万円万円万円万円 
・消防団運営費－補助、諸手当等 ◎◎◎◎2096209620962096 万円万円万円万円 
・行政ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ経費－平日夜間及び休日ｻｰ

ﾋﾞｽ窓口（住民票等の発行等）、◇大井町大井町大井町大井町ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙
ｽｺｰﾅｰｽｺｰﾅｰｽｺｰﾅｰｽｺｰﾅｰでででで図書取次図書取次図書取次図書取次ぎぎぎぎｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ開始開始開始開始        ◎◎◎◎5334533453345334 万円万円万円万円

・選挙執行費－都知事選（4/10）投 
票）◎◎◎◎7062706270627062 万円万円万円万円、区議会議員選 
（4/24 投票） ◎◎◎◎１１１１億億億億 6099609960996099 万円万円万円万円    

 

特別区税は、区の歳入の約 30％を占
め、（22 年度 27.3％、23 年度 27.7％）。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、23 年度予算年度予算年度予算年度予算においてはにおいてはにおいてはにおいては区民区民区民区民のののの 22222222 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。。。。前年比約２．５億円
（0.7％）の増収です。 

また、東京都から 23 区各区に交付される
特別区交付金（財源の中心は市町村法人税
です）は、前年比１億円（0.3％）増の見込み。
ただ、共に増収といっても昨年度が一昨年
度から大幅減収しましたので 23 年度も厳し
い財政状況には変わりありません。 

この状況の中で事業を行なうために、積
み立てた基金（＝区の貯金。22 年度末見込
で残高 646 億円）から 103 億円を取り崩し
て歳入に繰入れます（＝貯金を使う）。22 年
度も約 170 億円繰入れました。なお、23 年
度末の基金残高見込は約 569 億円です。 

ちょっとした話ながわ 

喫煙所にパーテーション設置 
☆ごごごご要望要望要望要望がががが実現実現実現実現しましたしましたしましたしました！！！！!!!!    
地域の方から「喫煙する方の煙が 
通行する時にかかる」というお声があり、区に
要望しました。区は、ＪＴと協力してﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｰﾃｰｼｮｰﾃｰｼｮｰﾃｰｼｮｰﾃｰｼｮ    

ﾝﾝﾝﾝ（矢印）を設置し、 
灰皿灰皿灰皿灰皿のののの形態形態形態形態もももも変えま 
した。利用者と通行者
の分煙が進みました。
☆保育園通園も安全 
に。場所場所場所場所：：：：大井町踏切大井町踏切大井町踏切大井町踏切
隣隣隣隣（阪急前。大井４丁
目付近）です。 

   歳入（つづき）     総務費 

おおおお詫詫詫詫びびびび：：：：163 号『しながわ区イズ』解答で品川女子学園は、品川女子学院の誤りでした。深くおわびいたします。


