☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇品川区議会、2016 議会改革
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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

11/25 に第 4 回定例会本
会議で一般質問をしました。
20 分間です。
その一部をご報告します
Ｑ:私の質問
Ａ:区側答弁 ☆私のコメント

◎予算額

教育－浜川中学校の取り組みについて

品川区議会では、全議員が一体となって
議会改革を進めています。次の議会改革の
取り組みのうち 2016 年度に行っていない
ものは？１つとは限りません。
①議会報告会開催
②私立品川女子学院と意見交換会開催
③平成 29 年度にﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末導入を決定
④「区議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」ﾘﾆｭｰｱﾙ
⑤『区議会だより』ﾘﾆｭｰｱﾙ
⑥議長の定例記者会見
◎難易度 ☆☆☆☆
Ａ：①この実践は先進的な活動。各学校で
地域と学校の実態に応じて取り組むことが
効果的。提案のようなすぐれた実践事例は、
（他の中学校にも）情報提供していく。
②28 年度全国学力・学習状況調査（文科
省）の結果では、要旨をとらえる力等、読
む力は高い一方で、目的に沿って話し合う
力に課題がある。授業では、互いの発言を
活かす、委員会などでは、話し合いでお互
いの意見を活かし合えるようにしている。
他教科（理科のﾚﾎﾟｰﾄ等）とも連携している。

若者施策について
Ｑ：①浜川中学校（東大
井３丁目）での「しゃべり
場」。全校生徒が学年
の枠を超えて、町会 単
位で 23 班に分かれて、
保護者・地域の大人（町
当日の様子
会長他）が加わり、地域
のことや防災などに関して意見交換をした。
また、同中学校の防災訓練も同様に町会
を単位とした班に分かれて、後日行われた。
ともに中学生と地域との関係作りにおいて
大変有意義な実践だった。中学校における、
このような地域との交流の場や地域を意識し
た防災訓練を他の区立中学校でも実施を。
②中学生の国語力が低下して
「
今
いる。国語科教育の課題と解決 未
日
来
のための取り組みは？
作の
」
文
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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。

若者議会

Ｑ：愛知県新城（しんしろ）市
では、若者議会条例を制
定した。若者議会では、
15～29 歳（注：議長は 15 歳！）が 1000
万円の予算の使い道をまちづくり政策と
して市長に提案し、市議会が承認。28 年
度は、防災、高齢者、健康などの事業を実
現している。品川区でもこのような若者議
会の設置を提案する。
Ａ：若者の区政への参画は『総合戦略』策定
に青少年代表として参加してもらった。ま
た、区長とのﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞで区内大学生と意
見交換した。若者議会設置は、今後の研究
課題としたい。

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

ちょっとした話ながわ

-

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

４階

☆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)

品川区職員の給与 参考：『広報しながわ 12/1』
☆職員数 2,543 人 一般行政職 1,309 人、福祉職（保
育士等）712 人、幼稚園教諭等 63 人、他
☆１人当たり給与費 619.8 万円（含：ボーナス等）
①一般行政職
平均給与月額 457,033 円
（平均年齢 41.7 歳）
②初任給 一般行政職（23 区共通です）
大学卒程度 181,200 円（国家公務員と同額）
③経験年数別・学歴別平均給料月額（除：ﾎﾞｰﾅｽ）
《一般行政職》経験 10 年
15 年
20 年
大学卒 271,838 円
310,261 円 361,327 円
④期末手当（2.6 ヶ月）・勤勉手当（1.7 ヶ月）
1 人当り平均支給額 148.5 万円 職務段階別加算有
発想を変えた待機児童対策を

幅広い視点で子育て支援を
Ｑ：長野県高森町では、作業着を着た建設課職
員と子育て世代のﾏﾏさんたちが道路や公園
について意見交換会を開催。区でもこのよう
に一見関係のない部署とﾏﾏさんとの
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・意見交換会の実施を。
Ａ:行政課題に応じて庁内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾁｰﾑを組織し、横断的に議論する
場を設定している。公園や道路
の建設については、住民説明会
で幅広く区民の意見を聴取している。
☆残念ながら、現行の仕組みは、硬直化してい
て、柔軟な発想の施策を生み出せない状況です。

勝島地域、東品川地域のまちづくり
1

Ｑ： 区全 体の０ ～ 5 歳 の人口 は 、 全人 口の 約
5％。勝島地域は、約 11％と高い、9 歳までは
約 15％、15 歳までは約 17％。東品川地域も
大型ﾏﾝｼｮﾝ建設等で急速に人口が急増して
いる。それぞれの地域の現状と課題、具体的に
まちづくりをどのように進めるのか。
Ａ：両地区は、人口増加を受け、公共施設につ
いて検討や対応が行われている。
今後、民間施設も含め、課題に対
応したまちづくりが進められる
よう、課題解決に向けた手法等に
ついて検討する。☆学校、保育園、
地域活動、防災等、課題山積です！

Ｑ：①企業が自社従業員を中心とした
乳幼児の受け入れ施設を設置しや
すいように税制等の特例を東京都
に働きかけては。
②0，1，2 歳の乳児保育所は区が
整備し、私立幼稚園が 3 歳児以上の転園を受
け入れやすくするために、a 認定子ども園移行
を奨励、b 減税措置について東京都と協議す
るなどして、今後 10 年間に対応を。
Ａ：①②法改正を伴う等、国または都が所管す
る事項なので、貴重なご意見として受け止め
る。②転園を希望しない保護者が多く、また、
私立幼稚園は、認定子ども園化の意欲が少な
いので事業化は難しい。
☆これまでの認可保育園増設という施策だけでは
なく、新たな発想で受入れ態勢を整備する必要
があります。ﾁｬﾚﾝｼﾞを期待します。
先日、国は、企業が「企業主導保育所」設置す
る際に減税する方向、という報道がありました。
国に先を越されてしまいました。

その他
・品川産業支援施設（SHIP）の課題の解決を
・区内中小企業の人材確保支援の充実を
・新たな産業の創業支援を
・予算編成の課題
などについて質問・提案しました。
☆今回の私の各質問・提案に対して、区
の前向きな答弁（例：「前向きに検討す
る」等）は、少なかったのですが、今後も
粘り強く建設的な提案をして参ります!

クイズの答え：⑤29 年度に実施する
予定です。ご期待を！⑥実施は未決定。
①5/31 に議会報告会開催。区民 140 名 ◎『区政報告』をお配りしています。
以上が参加。②中学 1 年生と意見交換。 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
③ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽや ICT 化を進め、議会機能 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
の強化を目指します。④ご覧下さい！

・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

