☆☆ 品川区イズ ☆☆
区の管理職、女性の割合は？
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※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

女性管理職の割合に数値目標を義務づけ
る「女性活躍推進法」が昨年 8/28 に成立し
ました。政府は、女性の積極的登用を成長戦
略の重点として掲げ、2014 年に日本の女性
管理職の割合 11.3％を 20 年までに 30％にす
る、という目標を掲げました。
さて、品川区の女性管理職（部
課長）の割合は？
① ３％
② ８％
③１３％
④２３％
◎難易度 ☆☆☆
平成 28 年度予算案（約 1679 億円）は、3/23
に本会議で可決しました。その予算審議（3/1
～3/16）の一部を 389 号からご報告していま
す。今号は、私の質問（一部）です。
予算の概略は、380～382 号をご参照下さい。
Ｑ：私の質問
Ａ：区側の答弁
☆：私の考え
◎：28 年度予算額

◇教育について
Ｑ：①区立ぷりすくーる西五反田（幼保一
体施設）の卒園生が、希望者が多く入学
が難しいといわれる私立小学校（注１）に数名
合格した。何か特別な教育をしているのか。
②区では英検受験の費用を負担している。受
験者が増加しているのは、よいこと。ただ、中
学校で受験する際に、中学校だけでなく、慣
れていない小学校の教員も試験監督をしてい
る。不正行為が起こらない体制づくりを。
③浜川中学校でのﾀﾌﾞﾚｯﾄを活用したｵﾝﾗｲ
ﾝ英会話（注２）の授業は、効果が上がってい
る。他校への拡大を。
Ａ:①先進的な幼児教育に取り組
んでいるが、私立小学校進学に
向けた特別な教育をしているわ
けではない。②志願者は増えて
いくので試験監督も含めて、体
制づくり、不正行為が起こらないようにいろい
ろ検討していきたい。③ﾀﾌﾞﾚｯﾄを使わず、（各校
にある）ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室でもできるので、対象校拡大
という方向で頑張っていきたい。
注１ 慶応幼稚舎・雙葉（ふたば）小学校、他
注２ ﾌｨﾘﾋﾟﾝの現地ｽﾀｯﾌとｲﾝﾀｰﾈｯﾄで英会話 ↗
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☆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就学前教育施設として実績があります。②英
検取得が過熱すると課題も生じます。事件発
生防止の体制を。③実現に期待します。

◇大井競馬場の駐車場に保育園を
Ｑ:東京都競馬株式会社（注）駐車場
に作る施設は、保育園か幼稚園か。
Ａ:東京都競馬株式会社から、「保育園設
置待機児童解消に役立てたい」というご協力
を頂けると聞いている。私立保育園開設に向
けて、具体化に話を進めていきたい。
注 大井競馬場を所有する会社。この施設を「大
井競馬」主催者の特別区競馬組合に賃貸し
ています。
☆29 年 4 月開設に向けた対応を求めます。

◇特別区民税（住民税）の見込
Ｑ:ここ数年は住民税が増えているのに、28
年度予算の見込みでは、ﾏｲﾅｽだ。なぜか？
Ａ:ふるさと納税で住民税が約５億円減ると見込
んでいるので。☆大きな影響です。行革の継続を。

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
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◇熊本へ ふるさと納税 10 億円
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☆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)

◇成人式、障害をお持ちの方への配慮を
Ｑ:一生に一度の思い出の日。①障害
を持った方がﾎｰﾙでの式典に全員参
加できるように。②当日、落ち着い
て参加できるように区が休憩室の準
備を。③区立小中のﾌﾞｰｽはあるが、
都立特別支援学校の恩師と再会でき
るﾌﾞｰｽがない。ぜひ設置を。
Ａ:① 障害をお持ちで、二十歳になる方を把握し
て、当日対応を準備することもできる。②障害
福祉課と相談して、必要性を踏まえて検討する
（注：成人式の担当部署は、総務課）。③都立
学校なので、外部である。恩師の方のご協力が
可能かどうか、検討する。◎成人式 648 万円
☆成人式当日、ある成人の方（障害をお持ち）の保
護者がきゅりあんのﾎｰﾙでの式典への付き添い入
場を区職員に断られました（※職員ﾏﾆｭｱﾙ上は
入場可能）。環境が変わるため、保護者の付き添
いが必要でしたので、ご本人も入場できませんで
した。また、区は、障害者向けの休憩室の準備も
行わず、区民が用意しました。このように区の対
応（連携）に大きな課題がありました。改善を強く
求めます。※この問題は、他議員も質問しました。

◇北品川つばさの家、再委託問題

熊本地震の被災自治体を支援しようと『ふるさと
納税』による寄付が急増している。地震後の約 2～3
週間で、熊本県南阿蘇（あそ）村は、2015 年度の
4.4 倍、熊本県も 1.6 倍に達している。ふるさと納
税を紹介するｲﾝﾀｰﾈｯﾄのｻｲﾄでは、6 日までに少な
くとも約 4 万 6 千件の申し込みがあり、総額 10 億円
を超えた。返礼品として特産の馬刺しや焼酎等を送
っているが、今回の地震で調達には時間がかかる見
通し。ただ、寄付者の半数以上が申し込み時点で辞
退を申し出ているという。
参考：5/7 読売新聞
Ａ:清掃等、再委託ができる部分については、ﾙｰ
ﾙ化して、
「見える化」することも必要である。
◎北品川つばさの家 877 万円
注 知的障害をお持ちの方々が集団生活を送る
区の施設。定員 12 名。世話人が支援してます。
☆再委託は、清掃・給食・警備等のみ認められてい
ます。この施設は、指定管理者の社会福祉法人
が NPO 法人に根幹（世話人）業務を再委託（≒丸
投げ。社会福祉法人は実質的に業務をしない）し
ていました。この問題は、数年前から指摘してい
ましたが、区は、改善しませんでした。今後、この
ような問題が発生しないようなﾁｪｯｸ体制の再整
備を求めます。

◇大井町 JR 広町社宅跡地について
Ｑ:この地区の将来は？検討状況を。
Ａ：JR の敷地、区の敷地（注：劇団
四季へ賃貸、保育園、駐車場）を
どう有効活用していくか、など、
28 年度にできれば都市計画の素案をまとめた
いが、相手（JR）がある話なので検討を続け
る。いずれにしても大井町の活性化に向けた
計画をまとめたい。☆進展を期待します。
Ｑ:中小企業事業資金融資あっせん制度につ
いて。日銀の「ﾏｲﾅｽ金利」政策など超低金
利の現在、貸付金利の引き下げを。
Ａ：現在、0.1％の引き下げを各銀行と交渉中
である。
（注：この予算委員会は 3 月に開催）
◎中小企業事業資金融資あっせん
6 億 6994 万円
☆28 年 4/1 から区の中小
企業事業融資のすべての
資金で金利を 0.1％引下げ
ました。中小企業支援が一
歩進みました。

Ｑ:この施設（注）は、区から品川総合福祉
ｾﾝﾀｰが指定管理者として運営している形
だが、実際は、NPO 法人に業務を再委託し
ていた。私は、問題があると指摘してきた
が区は、否定してきた。昨年、東京都から、
この点を指導されて 28 年度からの指定管
理者が変わった。再委託について、どう考
えるか。
クイズの答：④部課長は、全部で
78 人。女性管理職は、18 名で 23％で
す。23 区の中でもこの割合は高く、上 ◎『区政報告』をお配りしています。
位に位置している（品川区人事課によ ◎議会等の事情で変更する場合があります。
る）。ただ、数値ありきではなく、取り ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
組みを進めるための目標設定が重要。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
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

