
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務処理事務処理事務処理事務処理がががが軽減軽減軽減軽減されされされされ、、、、またまたまたまた、、、、行政職行政職行政職行政職のののの職員職員職員職員
とととと地域地域地域地域のののの方方方方々々々々とのとのとのとの交流交流交流交流にもなるのではにもなるのではにもなるのではにもなるのでは。。。。    

Ａ：①副校長、事務職員などのメンバーで、区
立小中学校の事務の精選について検討委員
会で議論している。その検証結果を活かした
い。②今後研究したい。 

☆副校長が多忙だと一般教員への適切な指
導・助言に影響があるので区として対応を。 

Ｑ：：：：①①①①22222222 年度年度年度年度のののの特別支援学級数特別支援学級数特別支援学級数特別支援学級数がががが増増増増えるえるえるえる学校学校学校学校
とそのとそのとそのとその対応対応対応対応はははは。。。。②②②②特別支援教育担当特別支援教育担当特別支援教育担当特別支援教育担当のののの職員職員職員職員
はははは、、、、係長級係長級係長級係長級なのでなのでなのでなので課長課長課長課長をををを新設新設新設新設しししし、、、、組織強化組織強化組織強化組織強化
をををを。。。。特特特特別支援教育別支援教育別支援教育別支援教育はははは、、、、保幼小連携保幼小連携保幼小連携保幼小連携のののの視点視点視点視点やややや
福祉関係福祉関係福祉関係福祉関係のののの部署部署部署部署とのとのとのとの関係関係関係関係もあるのでもあるのでもあるのでもあるので。 

◎◎◎◎特別支援教育費特別支援教育費特別支援教育費特別支援教育費        ２２２２億億億億 5042504250425042 億円億円億円億円    
Ａ：①伊藤学園１⇒２、荏原５中１⇒２、八潮

学園（中学部分）１⇒２。特別支援学級は、
８人が定員で、９人になると１学級増えるの
で、より充実した環境になる。②組織の話な
ので「ご意見をいただいて」ということで。 

☆今後も特別支援教育の推進をし、また、すま
いるスクールを特別支援学級の児童が利用
する際の十分な配慮を要望します。 

◎◎◎◎すまいるすまいるすまいるすまいるスクールスクールスクールスクール運営費運営費運営費運営費    
    小小小小学校学校学校学校 38383838 校校校校        

11111111 億億億億 6211621162116211 万円万円万円万円 
 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：副校長副校長副校長副校長になるためのになるためのになるためのになるための管理管理管理管理    
    職選考試験職選考試験職選考試験職選考試験についてについてについてについて。。。。①①①①都都都都    

全体全体全体全体のののの小中学校小中学校小中学校小中学校からのからのからのからの受験受験受験受験    
者者者者とととと合格者合格者合格者合格者、、、、ここここここここ３３３３年年年年のののの倍倍倍倍    
率率率率。。。。②②②②区内区内区内区内のののの小中学校小中学校小中学校小中学校からからからから    
のののの受験者受験者受験者受験者はははは？？？？③③③③このようなこのようなこのようなこのような    
低低低低いいいい倍率倍率倍率倍率をどうをどうをどうをどう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。    

Ａ：①Ａ選考（44 歳位までが 
受験資格）⇒118 人受験で 89 名合格。1.4
倍、1.6 倍、１.33 倍。Ｂ選考（54 歳位までが
受験資格）⇒315 人受験で 250 人合格。1.7
倍、1.3 倍、1.26 倍。②区内小中学校からは、
17人受験（Ａ選考３人、Ｂ選考 14人）⇒13 人
合格。③区として挑戦するように指導・育成
している。現在の東京都教員の年齢構成が、
30歳代後半から40歳代が少ないのも受験者
が少ない理由の１つではないか。 

☆管理職を希望する職員が少ない職場は何ら
かの課題があると思います。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：①①①①副校長副校長副校長副校長がががが事務作業事務作業事務作業事務作業・・・・地域地域地域地域とのとのとのとの関関関関わりわりわりわり等等等等
忙忙忙忙しすぎることしすぎることしすぎることしすぎることををををどうどうどうどう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。②②②②他区他区他区他区のののの
ようにようにようにように副校長副校長副校長副校長２２２２人制人制人制人制にににに。。。。教員教員教員教員のののの副校長副校長副校長副校長とととと行行行行
政職政職政職政職（（（（事務系事務系事務系事務系））））のののの副校長副校長副校長副校長のののの２２２２人人人人にするとにするとにするとにすると、、、、 

 

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 4444 月月月月 
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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    
※毎週、区政や区内の出来事 

についてご報告しています 

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        

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
マクドナルド大井店って？ 

マクドナルドは、様々な意味で日本
の食文化を大きく変えたと言われていま
す。大井町駅前にある大井店大井店大井店大井店は、日本で開
店したマクドナルドの店舗の中でも早いも
のとして知られています。さて、この大井大井大井大井
店店店店はははは日日日日本本本本におけるにおけるにおけるにおける何号店何号店何号店何号店    
でしょうか。 

① １号店 
② ２号店 
③ ３号店 
④ ４号店 
⑤ ５号店 

取材：ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ大井店 

予算委員会特集の最終回です。130 号
に続き、私の質問についてご報告しま
す。 

Ｑ：私の質問   Ａ：区側の答弁 
☆私のコメント ◎予算額 

 

【歳出】教育費 252 億円 5449 万円 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

№131 2010 年 4 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！！！！ 

 
今週の書架 

『図解 【書類・手帳・ノート】の整理術』 
（（（（サンクチュアリサンクチュアリサンクチュアリサンクチュアリ出版出版出版出版    1300130013001300 円円円円））））    

私は、すぐに机の上に書類が山積みにな
ってしまいます。また、「あの書類はど
こ？？」の連続です（笑）いろいろな整理
術の本が発行されていますが、この本で
は、「「「「ﾌｧｲﾘﾝｸﾌｧｲﾘﾝｸﾌｧｲﾘﾝｸﾌｧｲﾘﾝｸﾞ゙゙゙でででで書類整理書類整理書類整理書類整理、、、、手帳手帳手帳手帳でででで情報整理情報整理情報整理情報整理、、、、
ﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄでででで思考整理思考整理思考整理思考整理」」」」するとしています。私が
購入してすぐにその書店で売売売売れれれれ行行行行ききききﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ｽﾄｽﾄｽﾄｽﾄ
２２２２に入りました。皆さんもお仕事 

で書類等の整理に苦労されて 
 いるんですね♪～ 

 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：区職員区職員区職員区職員のののの管理職管理職管理職管理職へのへのへのへの入入入入りりりり口口口口であるであるであるである主任主主任主主任主主任主
事事事事のののの昇進試験昇進試験昇進試験昇進試験についてについてについてについて。。。。平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度はははは合格合格合格合格
者者者者６６６６名名名名のうちのうちのうちのうち総務部総務部総務部総務部（（（（総務課総務課総務課総務課、、、、人事課等人事課等人事課等人事課等））））
がががが３３３３人人人人、、、、21212121 年度年度年度年度はははは合格者合格者合格者合格者 15151515 人人人人のうちのうちのうちのうち 11111111 人人人人
がががが総務部総務部総務部総務部であるであるであるである。。。。①①①①直接区民直接区民直接区民直接区民のののの方方方方とととと関関関関わるわるわるわる
部署部署部署部署（（（（地域地域地域地域センターセンターセンターセンターなどなどなどなど））））のののの合格者合格者合格者合格者がががが少少少少なななな
いがどういがどういがどういがどう分析分析分析分析しているかしているかしているかしているか。。。。②②②②このこのこのこの現状現状現状現状でででで総総総総
務部以外務部以外務部以外務部以外のののの部部部部のののの職員職員職員職員はやるはやるはやるはやる気気気気をををを持持持持てるのてるのてるのてるの
かかかか。。。。                ◎◎◎◎職員研修費職員研修費職員研修費職員研修費            2128212821282128 万万万万円円円円    

Ａ：①結果としてそうなっているだけ。配置
される職員の人数や受験資格がある職員の
人数が均等ではないことにもよる。また、
合格にあたり、「何部だから」ということで
選考してない。②各部署で所属長を通じて
積極的に受験するように周知徹底している    

☆職員全体のやる気がでる人事を要望します。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：①①①①平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度にににに実施予定実施予定実施予定実施予定のののの事務事業評価事務事業評価事務事業評価事務事業評価

はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまでのののの事務事業評価事務事業評価事務事業評価事務事業評価とどこがとどこがとどこがとどこが違違違違うううう
のかのかのかのか。。。。②②②②各事業各事業各事業各事業をををを役所役所役所役所ののののタテタテタテタテ割割割割りりりり組織組織組織組織のののの観観観観
点点点点だけでだけでだけでだけで評価評価評価評価せずせずせずせず、、、、団子団子団子団子がががが串串串串にににに刺刺刺刺さっていさっていさっていさってい
るるるる状態状態状態状態のところのところのところのところににににヨコヨコヨコヨコ串串串串をををを刺刺刺刺すといったすといったすといったすといった
「「「「ヨコヨコヨコヨコ串串串串のののの事務事業評価事務事業評価事務事業評価事務事業評価」」」」をををを行行行行うべきうべきうべきうべきであであであであ    

るるるる。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、シルバーシルバーシルバーシルバー
大学大学大学大学とととと品川文化事業団品川文化事業団品川文化事業団品川文化事業団
（（（（メイプルセンターメイプルセンターメイプルセンターメイプルセンター））））
でででで、、、、似似似似たようなたようなたようなたような講座講座講座講座をををを
開設開設開設開設していることなしていることなしていることなしていることな
どどどど、、、、ヨコヨコヨコヨコ串串串串でのでのでのでの見直見直見直見直しししし
ををををすべきでなないかすべきでなないかすべきでなないかすべきでなないか。。。。    

 
答答答答ええええ：：：：③③③③    １号店は、1971（昭和 46）
年 7/20 開店の銀座三越１階の銀座店。
客席なしのﾃｲｸｱｳﾄ専門店。2007 年営
業終了し、新宿本社内に資料として再
現されています。２号店は、7/24 開店
の代々木店。当時、ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ 80 円、
ﾋﾞｯｸﾏｯｸ 200 円、ﾎﾟﾃﾄ 70 円でした。 

【歳出】総務費 195 億 7657 万円 

 
ズ 

大田区で医療情報無料誌刊行 
医療情報提供のｅヘルスケア（千代田区）

は、23232323区区区区でででで地域地域地域地域のののの医療情報医療情報医療情報医療情報をををを紹介紹介紹介紹介するするするするﾌﾘｰﾍﾌﾘｰﾍﾌﾘｰﾍﾌﾘｰﾍﾟ゚゚゚
ｰﾊｰﾊｰﾊｰﾊﾟ゚゚゚ｰーーーをををを発行発行発行発行する。第一弾として４月に大田
区で刊行した。大田区版の『おおた医療ＢＯ
ＯＫ』では、同区や地元医師会などと連携。
各医療機関の特徴や診療時間、院長の顔写
真（！）などを載せている。計 20 万部を行政
施設や病院、薬局など 1200 ヶ所に置いて配  

布。９日には、港区でも
発行し、３年以内に 23 区
すべてで発行する予定。
今後は、大阪、名古屋な
ど全国での発行も目指し
ている。 

（日経新聞 2010/4/7） 

Ａ：①現在、詳細な仕組みの検討中。 
効率的な事務事業評価の仕組みを作り、
23 年度の予算編成に反映させたい。事
業は 800 以上。すべてのすべてのすべてのすべての事業事業事業事業ををををゼロベーゼロベーゼロベーゼロベー
ススススからからからから見直見直見直見直すすすす。。。。②タテの系列だけではな 
くヨコ串の観点も重要だと思っている。 

     ◎◎◎◎事務事業評価経費事務事業評価経費事務事業評価経費事務事業評価経費            104104104104 万円万円万円万円    
☆事務事業評価とは、区区区区のののの事務事業事務事業事務事業事務事業にににに対対対対しししし、、、、幾幾幾幾

つかのつかのつかのつかの視点視点視点視点でででで評価評価評価評価しししし、、、、今後今後今後今後のののの実施方針実施方針実施方針実施方針をををを見直見直見直見直
したりしたりしたりしたり、、、、実施実施実施実施すべきかをすべきかをすべきかをすべきかを判断判断判断判断したしたしたした    
りするためりするためりするためりするために区が行うもの。 

区は、22 年度に行なう予 
定。数年間歳入の減少が 
予想され、財政運営が厳 
しいので外部の目も導入 
し、行革の観点からもし 
っかりと評価すべきです。 


