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行宏 議員
︵み・無︶

教育長 ❶私立中学校への
進学率は︑お子さんの将来に
対する保護者の思いに影響さ
れる部分もある︒❷❸❹平成
年度末の全保護者対象アン
ケートでは︑学校選択制は約

いただきたいと考える︒❸地
域センターを地域コミュニテ

ィの核に位置づけ︑状況に応
じた支援をしていく︒❹㋐
％で推移している︒㋑関心の
低さなど様々な要因があると

あると考える︒❷語学力強化

等が必要だ︒また都市インフ
ラの改修など防災力強化が加

速すると考える︒❸ホッケー
競技場は大会後も国内ホッケ
ー普及拠点として利用される
が︑区として他のスポーツ種

団生活の場として︑防災学習
にとどまらず︑区内宿泊制度
や寮生活の仕組みを検討して
は︒③情報モラルの学習等の

具体的な取り組みは︒④ネッ
トの怖さ等をドラマにした︑

様

物価は上昇︒給料は増えない︒
消費税増税について区長の見解は？

都の啓発用ＤＶＤの学習が効
果的だが︑学校での活用は徹
底されているのか︒⑤インタ
ーネットの適正利用指導が重

目の利用や優先利用等を都に
働きかけていきたい︒❹既存

施設を新たなスポーツ資源と

様

郎

認識する︒㋒マンション購入
者に対する加入の働きかけ等
を建築主に指導し︑不動産業

孝

太

者に加入申し込みはがき配布
の協力をいただくなど積極的
に取り組んでいる︒より効果

要だと思うが︑見解は︒
教育長 ❶市民科を中心に
学んでいる︒❷移動教室等で

義

生

６割︑外部評価制度や学力定
着度調査は約８割が有効との
回答だ︒小中一貫教育の取り
組みである市民科では７割近
く︑英語科は９割近くがよい
取り組みだと評価している︒

して活用する等︑環境整備に
取り組む︒❺福祉のまちづく
りを推進していく︒❻スポー

ツの観光資源としての可能性
集団生活の機会を設けている︒
を生かす企画に更にチャレン
寮生活等は研究課題とする︒
ジし︑スポーツコミッション
❸市民科で携帯電話等の安全
制度についても研究していく︒ な取り扱いの授業に取り組ん

藤

麻

道徳心とインターネット学習
について

でいる等だ︒❹全体の ％の
活用だ︒働きかけをしていく︒
❺市民科で情報の信憑性につ
いて考えさせるなど︑適正利
用への指導をしている︒家庭
等への啓発も図っていく︒

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

①道徳心や社会性を養うこ
とに対する取り組みは︒②集
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的な方法を検討し︑推進して
いく︒❺今年度から入力支援
事業に取り組んでいる︒❻
の町会等が保有している︒❼
❽新築や耐震診断等に対する
助成を行い︑家賃助成は対象
外だ︒倉庫の設置等を含めて︑
環境整備助成金を活用してい
ただいている︒❾条例化は︑
町会等の活動に即した柔軟な
運用になじむかは慎重に検討
する必要があると考える︒

新

財 務 大 臣

男

秀

田

石

品川区議会議長

オリンピック・パラリンピッ
ク東京開催決定と品川区のス
ポーツへの取り組みについて

総 務 大 臣

①区への経済効果などは︒
②防災力向上と次世代育成や
社会教育への効果と期待は︒

様

更に 年度の全国学力・学習
状況調査では︑小中学校とも
に全ての科目で都平均を上回
っており︑成果は十分にあら
われていると考えている︒❺
学習指導要領をもとにした小
中一貫教育要領により︑全て
①町会の位置づけは︒②お
の学校で共通した内容で指導
たがいさまという言葉をどう
している︒❻様々なやり方で︑ 考え︑地域活動で活用すべき
受け身ではなく主体的に学習
か︒③地域センター職員のよ
する子どもたちの態度の育成
うな︑町会運営を補佐する町
を図っている︒❼偏差値で進
会コーディネーターという仕
路先を振り分ける指導は行わ
組みへの見解は︒④町会加入
について㋐加入率は︒㋑未加
入の理由等は︒㋒加入を段階
別に働きかけては︒⑤ホーム
ページ作成支援は︑作成時と
あわせて維持・運営に関する
支援が必要では︒⑥町会等の
会館所有の状況は︒⑦町会等

様

三

ないよう︑当時の文部省より
３度も通達が出ている︒学校
は︑長年蓄積した情報に基づ
く入試対策を行っており︑業
者テストによる指導を行う考
えはない︒❽公立小中学校の
使命は︑９年間で学習指導要

昭

晋

③ホッケー等の会場である大
井ふ頭中央海浜公園など︑施
設整備後の区の利用はどう見
込まれ︑どう要望し働きかけ
るのか︒④今後の区内スポー

正

倍

の地域コミュニティづくりの
拠点機能に対する現在の支援
制度は︒⑧町会会館の拠点整
備に準じて︑民間物件賃貸へ
の家賃補助や備品の収納倉庫

崎

安

領の内容を確実に定着させる
ことだ︒生徒の将来設計を踏
まえ︑志望校を選択できるよ
う支援することが公立学校の
役割だと考える︒❾低所得者

等を借りる際にも補助を︒⑨
ツ施設の改修︑改築︑新規整
町会応援ナンバーワンモデル
備は︒⑤公共施設のバリアフ
区市町村として取り組むため︑ リー化への所見は︒⑥スポー

山

内閣総理大臣

の教育制度に大きな問題があ
①区内産業の経済状況や区
ったからなのか︒③改革が終
民生活の実態をどのように把
了しないということは︑今ま
握しているのか︒②消費税増
での制度がうまく回っていな
税は︑区内産業や品川区民に
い︑機能していないというこ
更に大きな負担をかけること
とか︒④小中一貫校について
になるが︑区長の見解は︒③
の検証と評価が十分に出る前
区としての救済策は︒④来年
に︑学校としての法的認可が
４月から予定どおり消費税の
出ていないのに︑施設一体型
増税はやるべきだと思うか︒
の小中一貫校を１校当たり約
⑤消費税増税を実施するなら
億円かけて６校も建設した︒
附帯事項は必要か︒それとも
小中一貫教育制度は子どもた
何か対案があるのか︒
ちを長期間にわたって見守れ
区長 ❶❷❸業況は改善傾
るということだったが︑いじ
向だが︑業種等によっては課
めの問題やいたずら事件もな
題もあり︑動向を注視しなが
くなっていない︒あまり変わ
ら緊急経済対策などの支援に
っていないのでは︒⑤各学校
努めていく︒区民生活はなか
は特色と称してばらばらな教
なか景気の回復を実感できな
育をし︑特色以外の教育はう
い状況だが︑国の消費税率改
まく教育できないようにも見
定に合わせた経済対策が調整
える︒区内の公立学校には教
されており︑効果も含め︑区
育格差があるとみなされても
民生活への影響を見極めてい
仕方のないことなのか︒区内
く︒❹国の責任において判断
どこでも同じ教育を受けられ
される事項だ︒❺国の関連施
策の動向を含め注視していく︒ るようにするべきでは︒⑥な
ぜもっと宿題を出して反復学
習をさせないのか︒⑦なぜ自
分の学力を認識できる民間の
業者テストをさせないのか︒
⑧公立中学校の学習指導だけ
では︑受験問題を自校で作成

宣言や条例等を検討しては︒
地域振興事業部長 ❶地域

ツイベントの誘致など︑地域
経済等の活性化のための仕組
みであるスポーツコミッショ

等を対象とした相談や塾代等
の貸し付けを行うことで区民
福祉の増進を目的とするもの
で︑生活福祉課が所管するこ
とが適切と考える︒周知は広
報紙への掲載等により行い︑

真の分権型社会を実現するためには、国と地方の役割分担を明確にし、地方がその責任と権限に応じ
た役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要がある。
すなわち、地方全体で巨額の財源不足が生じている中、まずは国から地方への税源移譲を行うことな
どにより、地方税財源の拡充を図ることが重要であり、平成２０年度税制改正で導入された地方法人特
別税及び地方法人特別譲与税のように、地方固有の税を地方間の財源調整に用いるような対応は、厳
に慎まなければならない。
ところが、国の地方法人課税のあり方等に関する検討会等において、法人住民税を地方間の調整財源
としかねない方向での議論が行われている。
品川区では、切迫する首都直下地震への対策をはじめ、今後急増する高齢者の対策や保育所待機児
童の解消、さらには、全国に先駆けて建設された多くの公共施設が改築時期を迎えるなど、大都市特有
の膨大な行政需要を抱えており、財政的に余裕がある状況では到底ない。
限られた地方税による調整では、地方財政が直面している問題の根本的な解決にはつながらない。
よって、品川区議会は、国会及び政府に対し、限られた地方財源の中で財源調整を行うのではなく、
地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充という本質的な問題に取り組むよう強く要請する。
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参議院議長

町会応援ナンバーワン自治
体を目指すことについて

社会の発展に取り組む大切な

している都立高校や私立高校
にはほとんど受からない︒見
解は︒⑨学習塾の費用援助事

地方税財源の拡充に関する意見書

裕一

議員（自民）
渡辺

24

ン制度や︑スポーツツーリズ
ムを検討しては︒
区長 ❶大きな波及効果が

60

三者面談の際には家庭の事情
業を生活福祉課で実施してい
パートナーだ︒❷相手を思い
るが︑なぜ教育現場である学
に応じて本事業を勧めるなど︑ やる言葉で︑地域活動でもお
校で普及啓発を図らないのか︒ きめ細かな対応をしている︒
たがいさまの精神を実践して

様

明

文

吹

伊

衆議院議長

今までの教育改革の問題点に
ついて︑新教育長の見解は？

①教育改革プラン を導入
してから 年が経過した︒こ
の間︑区は様々な教育改革を
進めてきたが︑いまだに中学
生の３割は私立中学校ほかに
進学している︒大きな成果は
あったのか︒②改革してきた
21

25

一般質問

ということは︑区内公立学校
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