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平成26・27年度　当初予算の比較

平成26・27年度　歳出の比較 平成27年度　歳出割合

平成26・27年度　一般会計　歳入の比較

【特別区税の税収見込み】
特別区民税は、所得状況の
改善および納税義務者数
の増加を予測し前年比14
億3,562万円、3.8％増。

特別区交付金（都区財政
調整交付金）は前年比6億
円、1.7％増。

消費税率改定により92億
円、前年比25億円、37.3％
増、税率改定に伴う増加分
は、子ども・子育て支援の充
実など、社会保障の充実、
安定化に充てられる。

地方法人住民税の一部国
税化があり財政への影響
が見込まれる。

基金の活用
27年度予算は、災害対策、
学校改築、特別養護老人
ホーム等の整備に78億円
を取り崩す。
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＊特別区税：区民税、たばこ税、軽自動車税　特別区交付金：都区財政調整交付金

平成27年度の予算概要　一般会計予算は1,510億円3,890万円、前年度比3.3％のアップ
3月2日から平成27年度予算の審議が行われました。昨年4月に消費税が5％から8％になり、景気動向
を注視していました。景気が緩やかに回復しているという見方もある一方で多くの国民の皆様はその兆し
を感じられない現状であり、平成27年度も国、都の動向に対し迅速、柔軟に対応できるよう区民の皆様の
現状を把握し、区政に反映していきます。
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1人で悩まないで！  お困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください。

西本貴子ホームページ

木密地域不燃化10年プロジェクトの推進

学校の防災・避難所機能の強化

ヘリポート機能を持つ防災拠点の整備（ＪＴアパート跡地）

http://www.nishimototakako.com/

さわやか相談室
　常時開設
　お気軽にご連絡ください
西大井駅前　駅頭演説　
　毎週火曜日
　7：30a.m.～8:45a.m頃
　（雨天・祝日はお休み）

西本貴子の政治姿勢 政党にこだわらずあらゆる立場の声
をしっかり聞き区政に生かします。

あらゆる立場を理解し傾聴
しっかりと正しい情報を伝え共に
考えていきます。

正しい情報の伝達
対立でなく支えあう関係、協働参
画できるよう架け橋になります。

住民と行政との懸け橋

●不燃化のための特別支援　
新たな地区　平成27～32年度
大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区　68.1ha　38.6％
放射2号線沿道地区　7.9ha　64.4％
補助28号線沿道地区　3.8ha　66.6％
●支援内容
①老朽木造建築物の解体除却に対する費用の全額助成
・上限21,000円/m2かつ1,050万円/戸
②老朽建築物除却や建替えに対する固定資産税・都市計画税の減免
・特区内で区が認定した老朽家屋解体の場合で8割減免（土地5年間）
・特区内での建替えの場合で10割減免（建物5年間）
③取壊し・建替えに関する相談への専門家の無料派遣（年度内5回）
④防災街区整備事業に対する補助上限額の拡大（共同施設整備費4億円を12
　億円に増額）

●大空間の非構造部材の改修
・大空間における非構造部材 耐震化工事
・大空間の天井、照明、バスケットゴール等の落下防止対策工事

■1960年11月 福島県いわき市生まれ
■1981年 国立福島工業高等専門学校（福島高専）卒業　
■1981年 東京農工大学工業化学専攻３年へ編入学　
■1983年 東京農工大学工業化学専攻卒業
　　　　　 東京工業大学生命科学科 研究生　
■1984年～1985年 東海医理科工業株式会社　
■1985年～2003年 アマシャムバイオサイエンス株式会社
■2003年 品川区議会議員 初当選　　
■2007年 品川区議会議員 2期目当選　　
■2011年 品川区議会議員 3期目当選

区民委員会（委員長）、建設委員会、文教委員会、厚生委員会、総務委員会、議会運営委員会、
行財政改革特別委員会、街づくり特別委員会（副委員長）、環境対策特別委員会（副委員長）

● 保護司　● 自衛官募集相談員  品川区副支部長　● 品川区倫理法人会  会長　
● 福島県うつくしま福島浜通り会  幹事長代理　● 品川区父母の連絡会  顧問　

児童福祉問題調査会委員、青少年問題協議会委員、国際友好協会評議員、土地開発公社評議会、
廃棄物減量等推進審議会委員、都市計画審議会委員

・災害時に、ヘリポートや仮設住宅の建設用地として機能できるよう広場を整備
・備蓄倉庫（約400㎡）や災害用トイレなどの防災施設の設置

平成22～26年度の5カ年で2,979人の受け入れ拡大を実現
平成27年度計709人の受け入れ拡大

1．助成対象 家賃助成を行うグループホーム運営事業者
2．助成内容 利用者一人につき、１カ月24千円

【防災対策】

【待機児対策】

【福祉】

【経済対策】

【2020年東京五輪・パラリンピック】

【経済対策】

認知症高齢者グループホーム家賃助成

10％から20％へ増額プレミアム付き商品券発行　
5000円（6000円分）から発売

プレミアム付商品券の発行助成

ベンチャー企業を支援 新産業・ビジネスを創出
所在地：北品川5-5-15 大崎ブライトコア3・4階

品川産業支援交流施設「SHIP」平成27年6月オープン

震災の影響で風評被害等により宿泊・観光客が減少している被災地への支援
の一環として、観光による支援を行うための被災地応援ツアーを実施。復興
支援の末永い継続を目的としたボランティアツアー参加助成金の実施。
岩手県、宮城県、福島県への旅行社企画ツアー参加者や、ボランティアツアー
および被災地視察ツアー参加者を対象

被災地復興へ継続支援 被災地応援ツアー

（仮称）品川区立障害児者総合支援施設（区立児童学園の改築）

南品川シルバーセンター浴室設置工事
障害児者の地域生活を支える支援拠点施設の建設

27年度重要課題に対する事業の展開（抜粋）

●五輪・パラリンピック区内開催競技・トップスポーツ体験イベント開催
●親子で語学 in Shinagawa-so (品川荘)
●小・中学生向け 国際人育成ワークショップ
●グローバル給食の実施
●中学生対象イングリッシュ・キャンプの実施

……区内の大使館と連携し「食」を通じての文化交流
●「英語少し通じます商店街」プロジェクト……“英語少し通じます”看板設置
●外国人と地域住民との交流促進

2020年オリンピック・パラリンピック庁内推進本部設置
（構成：部長級、必要に応じて課長級の検討会を設置）

<検討課題例>

スポーツの
推進

・ 障がい者
　スポーツ
　　　推進 等

ボランティア・
おもてなし
・ ボランティア
　　人材育成
・ 多言語対応
　　　　　 等

気運醸成

・ 区内開催
　競技種目
　　　普及 等

事前キャンプ

・ 事前
　　キャンプ
　　　　誘致

国際交流

・ ホストシティ
　タウン構想
　　　　　等

その他オリンピックに関わる様々な課題

事業化

【議会履歴】

【議会付属機関履歴】

【その他役職】

会員
募集
中！！

【プロフィール】


