☆☆ 品川区イズ 574☆☆
◇公立学校女性管理職 19.7％◇

No.

574

2021 年 2 月

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

前号から３年度予算案の概要をご説明してい
ます。予算案は、2/17 からの区議会で審議しま
す。歳出総額は、約 1,824 億円です。◎予算額
今号は、【歳出】のうち民生費、総務費です。
◎ 935 憶 5,662 万円
・歳出の約 51％を占め
る最大の分野です

☆子育て、高齢者・障害者福祉、生活保護等

【待機児童対策（一部）】
≪令和３年度拡大枠⇒⇒670 人の受入拡大 ≫
新規開設支援 4 月開園予定
私立保育園（10 園） 計 670 人
※４年度は、320 人の受入れ拡大予定。
≪保育園等の経費・助成の状況（一部）≫
◇区立保育園－運営費（36 園 定員 3,634 人）、
職員給与等
◎41 億 8,854 万円
◇区立 幼 保 一 体 施設 （幼稚 園と保育園の一体施
設）－運営費（６園）
◎ ６億 4,362 万円
◇区立幼稚園費－運営費（３園）、浜川幼稚園改
築工事等
◎1 億 1,012 万円
◇区内私立保育園経費－運営費助成（97 園）、
保育士ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助、新規開設助成等
◎206 億 2,624 万円
◇入園選考 AI ﾏｯﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑ導入－保育所等
への入園自動選考
◎1,160 万円
☆要望がやっと実現しました。
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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。

文科省の調査で全国の公立学校の女性管
理職（校長、副校長、教頭）は、令和２年 4
月時点で 19.7％で過去最高となりました。
さて、品川区立学校の女性管理職（＝校長、
副校長（東京都は「副校長」です））の割合
は？
①約 10％
②約 20％
③約 30％
④約 40％
◎難易度☆☆
参考：1/30 読売新聞

◇新規開設支援－令和４年度開設経費の補助
▽私立認可保育園（４園）・認証保育所の認可
保育園移行支援
◎16 億 703 万円
▽認可保育園等の家賃補助等
◇認可外保育施設保育料助成等
ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ利用助成、無償化
による保育料給付等
◎2 億 7,009 万円
◇保育士の専門性向上－実践の手引き配布、
保育士向け研修実施等
◎1,159 万円
◇区立保育園の民営化（八潮北・八潮西・一
本橋・三ツ木・大井保育園他）・
老朽改築（東大井・中原・東五反
田保育園）◎12 億 7,620 万円
◇認証保育所経費－運営費助成等◎約 17 億円
◇認証保育所保育料助成 ◎2 億 7,459 万円
☆区は、2010～20 年度で 8,562 人の受け
入れ拡大していますが、保育需要の増大が続
き、2020 年 4/1 の待機児童は 13 人（19
年は 12 人）。今年度に続き 2021 年 4/1 時
点での「ゼロの実現」は難しい状況。区は、
保育ﾆｰｽﾞはさらに高まると予想していま
す。引き続き、重要課題です。今後も対
策と受入れ拡大を強く要望して参ります。

高橋しんじプロフィール
平成３１年 4 月 6,205．403 票（１位）の
ご支持を頂き、現在４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）。平成 27 年
5551 票（58 票差で 2 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

◎196 億
3,264 万円
（歳出の 10.9％）

◇多胎児家庭支援－同時に 2 人
以上の妊娠・出産・育児の子
育て支援
◎2,064 万円
◇産後の家事・育児支援充実
支援訪問費助成、産後ドゥーラ資格取得費
用助成
◎8,369 万円
◇子ども食堂支援－資金・食材提供等の支援強
化、ふるさと納税によるクラウドファンディ
ング等
◎1,863 万円
◇私立幼稚園保育料助成 ◎13 億 3,251 万円
◇児童ｾﾝﾀｰ運営費（25 館）◎10 億 6,544 万円
◇地域子育て支援グループの活動支援
◎190 万円
◇区立児童相談所開設準備－子どもの森公園
（北品川３丁目）内で工事等。開設：令和４
年 4 月⇒６年度に延期 ◎３億 2,305 万円
◇区立障害児者総合支援施設運営費（南品川）:
障害児の発達支援、障害者の総合的・継続的
な支援施設
◎３億 7,761 万円
◇西大井 3 丁目ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ整備 ◎4,845 万円
◇高齢者福祉施設整備費－八潮
南特養ﾎｰﾑ増改築、小山台住宅
跡地複合施設
◎8,223 万円
◇特別養護老人ﾎｰﾑ運営費
７施設運営、戸越台特養大規模
改修工事 ◎14 億 7,553 万円
◇認知症対策検討会議「本人ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ」開催
医療職・介護職・認知症本人や家族等で開催
◎133 万円
◇生活保護法等による各種援護-生活扶助（ふ
じょ）、医療扶助等 ◎127 億 6,278 万円

☆徴税、庁舎管理、地域活動、文
化観光等、多岐にわたります。
◇新庁舎建設へ整備検討－隣接
の広町地区への移転に向けて、
２年間庁舎機能を検討した。
さらに 5 年度まで策定委員会
で整備基本構想・基本計画を策定する。
【想定】工事：令和 6～8 年、移転：9 年度
◎7,220 万円
◇戸籍証明・住民票の写しのｵﾝﾗｲﾝ請求・ｸﾚ
ｼﾞｯﾄ決済-自宅で受け取り可能に◎82 万円
◇窓口でｷｬｯｽﾚｽ決済推進
スイカ等で可能に
◎82 万円
◇RPA（ｿﾌﾄｳｴｱﾛﾎﾞｯﾄによる業務自動化）活用
による業務改善の拡大
◎2,087 万円
◇民間公共喫煙所助成・喫煙用ﾄﾚｰﾅｰﾊｳｽ
ﾚﾝﾀﾙ
◎1,428 万円
◇ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関係事業
ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾊｳｽ運営（7/23～）、
聖火ﾘﾚｰ（7/21）、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞ
ｭｰｲﾝｸﾞ、大会観戦ﾂｱｰ、ｵﾘﾊﾟﾗ
から学校教育へ、他
◎３億 4,992 万円
◇都議会議員・衆議院議員選挙 ◎約 4 億円
クイズの答え：③27.6％。105 人中 29 人。小
学校は 34.9％（63 人中 22 人）、中学校は
11.1％（18 人中 2 人）、義務教育学校（＝小中
一貫校）は 20.8％（24 人中 5 人）です。東京
都全体では、小学校 28.6％、中学校と義務教育
学校合計で 13.1％。文科省は「管理職として女
性の能力を発揮してもらい、学校活性化につな
げてほしい」と増加を前向きにとらえている。

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６４

☆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
◇品川区立学校女性管理職の割合（令和 2 年 4 月）
校長
副校長
合計
男性 女性 男性 女性 男性 女性
小学 ２１
１０ ２０
１２ ４１
２２
校
34.9％
中学
７
２
９
０ １６
２
校
11.1％
義務
５
１ １４
４ １９
５
教育
20.8％
学校
合計 ３３
１３ ４３
１６ ７６
２９
28.2％
27.1％
27.6％
▽全国公立小中学校女性校長会の平林校長:「学校
の女性管理職は学校の女子児童・生徒にとって身
近なロールモデルです」
（参考：1/30 読売）
読売

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

