☆☆ 品川区イズ ☆☆
甲子園出場、投手は？

No.

高校野球で投手として活躍し、県大会を
勝ち抜き、夏の甲子園大会（全国高等学校野
球選手権大会）に出場した経験があるのは、
次の大井第一地区（南大井、東大井、勝島地
区）のどの町会長さんでしょうか？
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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

≪平成 30 年度品川区予算（案）≫

◎過去最高の予算規模!!
一般会計１，７４５億 7,800 万円
☆6.1％の伸び（29 年度は 2.0％の減少）
予算規模は、23 区で中位。前年度から約 100
億円の増加です。予算額を区内人口（約 38 万人）
や世帯数（約 21 万世帯）で割ると…
☆１人当り（赤ちゃんも含め） 約 46 万円
☆１世帯数当り
約 83 万円

①大井海岸町会
②鈴ヶ森町会
③大井水神町会
④大井林町会
⑤勝島町会
◎難易度☆☆☆

☆区の収入です
次の①～③が中心（全体の約 70％）です。
①特別区税 （区民税・たばこ税など）451.1 億円
②特別区交付金（都から交付）
406.0 億円
③国庫支出金（国から交付）
278.6 億円
≪区民の税負担状況≫
①の特別区税の予算額を人口や世帯で割ると…
☆１人当り税負担額
約 11 万 7,026 円
☆１世帯当たり税負担額
約 21 万 1,761 円
税負担と区のｻｰﾋﾞｽとのﾊﾞﾗﾝｽはいかがでしょうか?

◎予算：予算とは、1 年間の歳入（収
入）・歳出（支出）の計画です。
具体的には、この 30 年度予算案を議会が予
算特別委員会（3/5～19）で審議し、本会議
（3/27）で表決します。可決したら成立です。
区長

提
出

区議会

予算案
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成立
⇒区が実行
不成立⇒区は
修正し再提出

今号から４回にわたり、予算案のう
ち新規事業・拡充事業を中心に概略（一
部の事業）をご説します。今号は歳入
と，歳出のうち 議会費・公債費です。

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。

①特別区税-特別区民税、軽
自動車税、特別区たばこ税
の 3 税です。区の歳入の約 30％を占めます。
前年比約 7 億円（1.6％）の増収見込みです。
特別区税の 90％以上を占める
特別区民税（＝住民税）は、納税
者数の増加（品川区への転入者
増加等）により、約 7.6 億円の
増収を見込んでいます。
②特別区交付金-東京都から 23 区
各区に交付されます。財源の中心は都への固
定資産税、地方法人税等です。約 18 億円の増
加を見込んでいます。

キーワード

高橋しんじプロフィール
平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58 票差）のご支持を頂き、現在３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）。『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

☆区のお金の
使い道です

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６２

《議会費》◎８億 7015 万円（歳出の 0.5％）
【目的別歳出】 30 万円のうちどのくらいか
・公債費
・産業経済費
…
2,700 円
5,100 円

0.9％

・衛生費
21,600 円

6.7％

・土木費
55,500 円

18.5％

1.7％

・議会費
1,500 円

0.5％

・予備費
600 円

0.2％

・民生費
149,700 円
☆最大の支出分野
約 50％ です!!

・総務費
30,300 円

10.1％

・教育費 34,500 円

11.5％

【目的別歳出の内容】※番号は歳出額ベスト 3
①民生費－子育て（保育園、在宅子育て）、高齢・
障害者福祉、生活保護
②土木費－住宅、道路、公園等のまちづくり等
③教育費－幼稚園、小中学校教育、図書
館運営等
総務費－徴税、庁舎管理、防災、地域活動
議会費－区議会に関わる支出
産業経済費－観光、商工業振興、消費者対策等
公債費－公債（＝借金）の返済費用
衛生費－区民検診、健康、環境、ごみ処理等
予備費－予定外の支出への備え

☆議会運営、議員報酬・政務活動費（38 名）、
議会広報（区議会だより、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等）、
▽議会報告会開催－３回目。5/11(金)、
きゅりあんで開催予定。今年は、
平日の夜。ぜひ、ご参加を！
▽議会棟ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ－本会議場（演壇）を車い
す対応へ。
「誰でもﾄｲﾚ」新設。耳の聞こえ
にくい方へ対応（委員会室）◎1947 万円

☆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)。

ちょっとした話ながわ
◇区立浜川小学校と浜川幼稚園、改築へ

勝島、南大井、東大井地区はﾏﾝｼｮﾝ建設等に
より人口増加。就学人口（＝入学者）も増加し、
浜川小学校（南大井 4 丁目）の受け入れ態勢拡
《公債費》◎15 億 9756 万円（歳出の 0.9％） 大の必要性が生じています。そのため教育委員
☆公債（借金）の償還（返済）費用です。
会は、改築（＝建て直し）を計画しました。
注 公債（こうさい）＝区の借金。民間私
【改築予定】 （便宜上、平成を使用します）
平成 30※・31 年度 設計（※予算案に計上）
有地等を購入して、区の施設（特
平成 32～34 年度 改築工事
別養護老人ﾎｰﾑ、公園等）を建設
平成 34 年度 中頃 竣工
したりします。毎年約 20 億円返
済しています。ご家庭でいえば住
竣工時期はあくま
宅ﾛｰﾝなどのﾛｰﾝ返済費用です。29 年 9/30
で予定です
現在の公債残高は、139 億 2885 万円です。
借り入れ状況は、過大ではありません。
クイズの答え：②鈴ヶ森町会の有馬紀久町会長
さんです。ﾌﾟﾛも注目の投手。石川県立金沢桜丘
高校は、出場するも 2 回戦で高松商業高に 0-4
で惜しくも敗れました。暴投が直接ﾊﾞｯｸﾈｯﾄを直
撃したそうです。この大会ではﾀﾚﾝﾄの板東英二
さんが徳島商業のｴｰｽとして準優勝。ちなみに有
馬さんは、早稲田実業の王貞治選手と練習試合
で対戦し、三振を奪っています。スゴイ！!

朝、駅前にいます！

◎『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。
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

