
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区 高橋しんじ   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。 
 

高 事 橋しんじ 務所 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
   品川区、女性管理職は、何％？ 

4月は人事異動の季節。品川区でも管理
職を含めた職員の人事異動がありました。 

さて、品川区役所では、部長級、統括課長、
課長という管理職は、全部で 79人です。こ
のうち女性はどのくらいでしょうか？ 
①約 ４％（4人） 
②約 14％（11人） 
③約 24％（19人） 
④約 34％（26人） 

 
◎難易度 ☆☆☆ 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 
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 しがらみのない無所属 

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！ 

２月 22～24 日に第１回定例会本会
議が開催されました。14人の議員が
代表質問（会派の代表等）・一般質問

をしました。前号から質問（他議員）
の一部をご報告しています。 
Ｑ :他の議員の質問  Ａ :区側答弁 

☆:私のコメント 
◇今回、私は質問の順番ではありませんでした。 

 

Ａ：          区では、この 3年間
で 乳 幼 児 人 口 が
1,842人増え、合計 

特殊出生率は 1.16から 1.23に上昇している。 
認可保育園への入園希望者も平成 26年の 

39.7％から平成 28年には 43.7％に上昇し、 
乳幼児人口のピークは 33年以降になると見込 
んでいる。来年度（29年度）は、過去最多の 
1,044人の定員拡大をするが、当初見込みの 
30 年 4 月での待機児童解消は極めて厳しい状 
況である。引き続き最大限取り組んでいく。 

         平成 29 年 4 月 認可保育園 
入園申し込み数など 

１次申し込み数  3,525人 
内定者数     2,335人 
不承諾通知発送  1,190件 
･内訳 0歳児 332人、1歳児 517人 

2歳児  166人、3歳児 124人 
4歳児  42人、5歳児    9人 

キーワード 

☆現在、平成 29 年度の定員拡大が計画されて 
いますが、今後も私立認可保育園・認証保育 
園などの開設支援を可能な限り展開して、 
さらなる定員拡大を目指すことを強 
く求めます。積極的な公有地（国有 
地・都有地の購入等）の活用も求めます。 

 

 

    ◇待機児童解消の見通しは？ 
  区では、22 年から 28 年までに 4,463
人の保育園受け入れ枠の拡大をしたが、待

機児童の解消に至っていない。現時点での 
解消の見通しは？ 

  
 

   ◇認可外保育園への保育料助成 
    29 年度予算で認可外保育園の保育

料助成が計上されたが、3 年間の時限  
的措置である。理由は。 

  
 Ａ：3年間時限的に予算化される都の補助 

 制度を活用する。不承諾通知を受けた保 
 護者へ、0歳児 5万円（区の上乗せ 1万 
円）、1歳児 45,000円（区の上乗せ 5千 
円）、2～５歳児 4万円を上限に助成。 
◎平成 29 年度予算額 １億 513 万円 
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発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆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)。 
 
 
 
 
 

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 

◎『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、駅前にいます！ 

クイズの答え：③約 24％で 19 人。
管理職 79人中 19人です。内訳は、
部長級 4人（男女計 21人）、統括課
長 4人（同 9人）、課長 11人（同 49
人）。他に副区長 2人のうち女性が 1
人。「女性管理職の割合は 23 区の中
でも高い方」（区人事課） 
 

◇東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸについて 
   ①開催期間中に開設されるホスピタ 
リティハウス誘致の実現を。②また、選手

団の事前キャンプ誘致、特にパラリンピ  
ック競技の誘致も進めてはどうか。 

 

 
◇区固有教員 初の管理職（副校長）に  
品川区の固有教員（注：公立小中校の教員は、 
東京都の職員ですが、区では、独自に教員を 
採用しています。現在 24人）として、初め 
て副校長に昇任。区立中延小学校に赴任しまし 
た。同小は、都採用の副校長がいるので、副 
校長 2人体制です。業務分担して、円滑で効 
果的な学校運営に貢献することを期待します。 
◎独自採用教員経費（給与等）1 億 8815 万円 
 
 
 
 

 
 
 
品川区議会は、5/13(土) 
に 2 回目の議会報告会を 
「きゅりあん」で開催。 
時間：15 時～17 時 
議会活動の報告・説明を 
行うとともに、区民と議 
員が情報や意見を交換し 
ます。ﾃｰﾏ：「身近な防災」 

Ａ：①ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛｵﾘﾝﾋﾟｯｸ視察時に 
ﾊｳｽの有用性について確認してい 
る。区内に大使館のある国や交 
流のある都市等をﾀｰｹﾞｯﾄとして 
誘致に取り組む。②区民が活用 
している施設を世界トップレベ 
ルの選手が事前ｷｬﾝﾌﾟ（注：本番前に練習で来
日）で活用することは、区民にとって大きな
希望と励みとなる。ﾌﾞﾗｼﾞﾙ視覚障害者ｽﾎﾟｰﾂ連

盟会長との面談で、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ競技の天王洲
での実施について「検討する」旨の回答を得
た。また、総合体育館における屋内競技の事
前ｷｬﾝﾌﾟ実施に向けても誘致活動をしている。 

   ◇認知症高齢者について 
   増加する認知症高齢者につい 
 ての理解が少ない。①地域にどの 

ように啓発・周知していくのか。②認 
知症ｶﾌｪ（注）事業の進め方は。 
③高齢者へのｼﾙﾊﾞｰﾊﾟｽへの補助制度 

実施、福祉面からﾀｸｼｰ利用補助 
     実施を。 

  
 
 
 

Ａ：①区では、認知症の進行に合わせた支援内
容を具体的に記載した『品川くるみ認知症ｶﾞ
ｲﾄﾞ』を 65 歳以上の全世帯に送付、区内施
設等に配布、HP掲載する。幅広く区民の目
に触れるよう工夫する。②定期的開催できる
よう、運営補助する。③ｼﾙﾊﾞｰﾊﾟｽは東京都の
事業なので、都と協議が必要。ﾀｸｼｰ補助の面

も含めて検討する。 
◎認知症高齢者の支援とｹｱの充実 3138 万円 
注 認知症ｶﾌｪ＝認知症の人やその家族、各専
門家や地域住民が集う場と 

 して提供され、お互いに交 
流したり、情報交換したり 
することを目的として近年 

急増している。 
 

          ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾊｳｽ－ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗ
ﾘﾝﾋﾟｯｸ開催都市において、 

世界各国、各地域、各 
企業等が自らをＰＲす 
るために設置する展示 
館やﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ。自らを世 
界に向けて情報発信・ 
㏚する絶好の機会。ﾘｵ 
大会でも多数設置。 

 

キーワード 

おわび 4 月は、研修会出席・視察等
のため 4/10～4/21 の『区政報告』
配布をお休みさせていただきます。 

2016 リオ大会のジャパンﾊｳｽ 

昨年の様子。ほぼ満員！ 
約 140人が参加！ 

ちょっとした話ながわ 


