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    ――――視察報告視察報告視察報告視察報告――――    

 

東京都品川区東大井 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：品川区品川区品川区品川区    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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 

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        

 しがらみのない無所属 
平成 23 年 4 月 5,232 票のご支持をいただき、現在２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４月、無所属・新人として初当選（2541 票）。 『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（22222222 年年年年 12121212 月合格）月合格）月合格）月合格）    ☆初心を忘れずにガンバります！ 

福井福井福井福井県県県県    

七尾市（石川県）七尾市（石川県）七尾市（石川県）七尾市（石川県）    

富山富山富山富山県県県県    

No.324 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

 （１）（２）の答えを選んで下さい。 

（１）全国学力ﾃｽﾄ：1 位、２位（小学校と

中学校は同じ都道府県です） 

（２）全国体力ﾃｽﾄ：①小学校の男子・女子

の 1 位（同じ都道府県）②中学校の男

子・女子の 2 位（同じ都道府県）。 

 a 東京都 b 石川県 ｃ福井県 d 富山県 

e 秋田県 f 茨城県  

（３）視察先（福井県、 

石川県、富山県） 

３県の場所は、地 

図のどこでしょう。 

◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆◎難易度☆☆☆☆    

 

2014201420142014 年年年年 9999 月月月月    

 

 

品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    

    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    ※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 
◇「福井型 18 年教育」 

 福井県は、全国学力ﾃｽﾄや全国体力ﾃｽﾄで常

にﾄｯﾌﾟｸﾗｽです。その理由はどこにあるのか？

幼児期から高校卒業までの接続を重視した

「福井型 18 年教育」について県の職員からお

話を伺いました。学校・家庭・地域で子どもを育

てようという福井の風土を強調していました。 

【学力育成】 ○県独自の学力調査実施県独自の学力調査実施県独自の学力調査実施県独自の学力調査実施－全国

学力調査とともに課題を分析

し、課題克服教材を作成 

     

◇「食育推進事業」 

 体力向上を目指して食育に取組んでいます。 

 家庭、保育園・幼稚園・学校、地域、行政が

連携。※七尾市立小丸山小学校を視察（写真） 

 【学校給食と食育】 献立は、季節感、地場産

物の活用、月に一度は、日本の料理（47

都道府県のいずれか）か世界の料理（Ｗ杯

など国際的行事にちなんで）等の工夫。 

私の所属する文教委員会は、９/9-11 に北陸

の自治体の施策を視察しました。その一部をご報

告します。予算は、約 68 万円（議員 8 名、区職

員3名）です。☆視察の成果を区政に反映します! 

      ○高校用ｵﾘｼﾞﾅﾙ英語教材高校用ｵﾘｼﾞﾅﾙ英語教材高校用ｵﾘｼﾞﾅﾙ英語教材高校用ｵﾘｼﾞﾅﾙ英語教材－ 

『福ｲﾝｸﾞﾘｨｯｼｭ』作成    

○校内研修充実・校種（小⇔中、中⇔高）を

超えた授業研究    

○教員の指導例などを県のｻｰﾊﾞｰで共有 

【体力ｱｯﾌﾟ策】 

○県独自の体力ﾃｽﾄ実施（小中高） 

○「ｻﾞ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ」「ｻﾞ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ」「ｻﾞ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ」「ｻﾞ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ」（小中）－持久 

走やなわとび運動を行い、記 

録を競い、体力向上を図る。県 

のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで個人の好成績を公表。 

【中学校での食育】 授業で地元七尾（ななお）

市の特産物を知り、郷土料理を体験する。 

☆食の大切さを指導することで、運動習慣の

生活習慣の向上が見られたそうです。 

人口：約 79 万人 ※品川区:約 36万人 

面積：約 4198㎢ ※品川区:約 22.7㎢ 

人口：約 5.6万人 

面積：約 318㎢ 

ああああ    

いいいい    

うううう    

電子黒板での授業（体育・国語） 
給食も頂きました。 美味♪～260 円！ ﾁｬｰﾊﾝ・ﾜﾝﾀﾝｽｰ ﾌﾟ・ﾋﾞﾝ牛乳など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆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☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

 

クイズの答え：クイズの答え：クイズの答え：クイズの答え：（１）（２）は、「あ

の街ｽﾞｰﾑｲﾝ！」をご参照くださ

い。ちなみに、全国体力ﾃｽﾄ：東全国体力ﾃｽﾄ：東全国体力ﾃｽﾄ：東全国体力ﾃｽﾄ：東

京の小５⇒男子京の小５⇒男子京の小５⇒男子京の小５⇒男子 18181818 位、女子位、女子位、女子位、女子 25252525

位、中２⇒男子位、中２⇒男子位、中２⇒男子位、中２⇒男子 47474747 位（最下位！）、位（最下位！）、位（最下位！）、位（最下位！）、

女子女子女子女子 44444444 位です。位です。位です。位です。（３）（３）（３）（３）福井福井福井福井県県県県----うううう    

石石石石川川川川県県県県----いいいい    富富富富山山山山県県県県----ああああ 

 

☆区議会では、常任委員会ごとに委員会に関

連することを調査研究するために他の自治

体の施策を視察しています（行政視察とい

います）。例年、２泊３日で実施。また、視

察の際には、区の職員が数名同行します。 

☆貴重な税金による視察です。成果を今後の区

政に活かすよう区に政策提言して参ります。 

◇26 年度予算額（議員 40 人＋区職員 11 人） 

⇒約 564 万円 

 

◇福井県、学力テスト、体力ﾃｽﾄ 

ともにﾄｯﾌﾟｸﾗｽ 

▽全国学力ﾃｽﾄ（2013 年度）小５・中２とも 

１位秋田県 ２位福井県 ３位石川県 

        ※東京都は小８位、中 12 位 

▽全国体力ﾃｽﾄ（2013 年度） 

【小５】  １位 ２位 ３位 

男子 福井 新潟 茨城 

女子 福井 茨城 秋田 

【中２】    

男子 茨城 福井 新潟 

女子 茨城 福井 千葉 

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』『区政報告』『区政報告』『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！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 

 
ズ 

――――視察報告視察報告視察報告視察報告――――    

◇「子どもの体力向上」 

 「目指せてっぺん！きときと（＝「活き活き」

の意味）元気っ子作戦」がﾃｰﾏ。 

○児童生徒体力向上推進委員会児童生徒体力向上推進委員会児童生徒体力向上推進委員会児童生徒体力向上推進委員会の設置 

          －具体的方策を協議 

○地域ｽﾎﾟｰﾂ人材活用地域ｽﾎﾟｰﾂ人材活用地域ｽﾎﾟｰﾂ人材活用地域ｽﾎﾟｰﾂ人材活用－公立小学校の体育の授業

に地域の実技指導者を派遣 

○ｽﾎﾟｰﾂｴｷｽﾊﾟｰﾄ派遣ｽﾎﾟｰﾂｴｷｽﾊﾟｰﾄ派遣ｽﾎﾟｰﾂｴｷｽﾊﾟｰﾄ派遣ｽﾎﾟｰﾂｴｷｽﾊﾟｰﾄ派遣－中学校・高校の部活指導者

不足解消のため地域から指導者を派遣 

○体力づくりﾉｰﾄ『みんなでﾁｬﾚﾝｼﾞ体力づくりﾉｰﾄ『みんなでﾁｬﾚﾝｼﾞ体力づくりﾉｰﾄ『みんなでﾁｬﾚﾝｼﾞ体力づくりﾉｰﾄ『みんなでﾁｬﾚﾝｼﾞ 3015301530153015』』』』（3015

は、立山の高さ 3015m）－学年ごとに運動や遊

びとその点数が掲載されていて、目標点 3015

点を目指す（写真）。達成率は、約 95％！ 

○「きときとﾁｬﾚﾝｼﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ」「きときとﾁｬﾚﾝｼﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ」「きときとﾁｬﾚﾝｼﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ」「きときとﾁｬﾚﾝｼﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ」－小学校でなわとび、 

 中学でﾊﾞｽｹｯﾄﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｭｰﾄの記録を競う。ﾗﾝｷﾝｸﾞ

は県のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載。やる気が出ます！ 

☆富山大学人間発達科 

学部（教育学部的な学部）の高橋純 准教授のお

話を伺いました（写真）。 

◇「教育の情報化」－学校現場での ICT（教育情報

機器）の効果的な活用について。 

 実物投影機やﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末を授業でどのように活

用するかの講義。簡単で効果的 

 に活用できなければならない、 

教員が研究を重ね、研修に活か 

すべき、という点は示唆に富ん 

でいました。品川区でも ICT を 

９月から一部で導入しています。 

 

人口：109万人 

面積：4247㎢ 

国立大学 所在地：富山市 

学生：約 8200人（学部） 

   約 1000人（大学院） 

富山市内の路面電車 
矢印のｺﾞｰﾙまで点数をぬります 

幼稚園・保育所向 けの運動遊びﾊﾝ ﾄﾞﾌﾞｯｸ。幼児向け ですが、運動遊び を知らない若い保 育士さん向けの意 味もあります。 

【各委員会の視察地】【各委員会の視察地】【各委員会の視察地】【各委員会の視察地】☆私の所属委員会☆私の所属委員会☆私の所属委員会☆私の所属委員会    

委員会委員会委員会委員会    日程日程日程日程    視察地視察地視察地視察地    

総務 9/8-10 高知県・琴平町・香川県 

区民 9/2-4 大阪市・京都市・京都府 

厚生 9/2-4 旭川市・札幌市・千歳市 建設 9/1-3 広島市・神戸市・名古屋市 
☆文教 9/9-11 富山県・七尾市・福井県 

 

ICT を活用したお話 


