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『花子とｱﾝ』村岡花子の出身小は？

No.

338

2015 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

2014 年の NHK の朝ドラ『花子とアン』で
吉高由里子が演じた村岡花子（1893-1968 写
真）の出身小学校は次のどこでしょうか。
村岡花子は、『赤毛のアン』
を初めて日本に紹介した翻訳
家として知られています。
①鈴ヶ森小学校（南大井）
②立会小学校（東大井）
③大井第一小学校（大井）
④城南小学校（南品川）
◎難易度 ☆☆

Q.《京急新馬場駅南口にｴﾚﾍﾞｰﾀｰを》

決算特別委員会報告③
決算特別委員会報告③
—土木費—

約 195 億 6000 万円
歳出全体の約 15％

前号に引き続き、３回目の今号は、決算特
別委員会（11/4～21。25 年度歳入・歳出の審
議）のうち、歳出：土木費・教育費の一部をご
報告します。質疑の一部を４回でご報告しま
す。※私の質問は、次号 339 号に掲載します。
Ｑ：他議員の質問
Ａ：区の答弁
◎平成 25 年度決算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ
☆私のｺﾒﾝﾄ

これまで議会で何人も議員が要望してき
た。鉄道事業者（注：京急電鉄）と協議を重
ねると区の答弁があった。協議状況は？
A.区として再三申し入れているが
今の状況は変わっていない。今
後も引き続き強いお願いをして
いきたい。
◎駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ整備助成 2443 万円
（東急大井町線下神明駅２基）
☆南口には、車イス対応型ｴｽｶﾚｰﾀｰが
設置されていますが、やさしいまちづく
り推進のため、強く要望して設置実現を！

Q.《公道上の販売の取締りを》
Q.《駅のﾎｰﾑﾄﾞｱ設置について》
最近、大井町駅周辺で、農作物・果物を移動
販売している方がいる。商店街や量販店から
しっかり取り締まりをしてほしいという話があ
る。注意したら、態度がかなり悪かった。区の
現状認識と強く取締る方向を求める。
A.駅のそばや公道上で販売している。なかな
か神出鬼没で一定のところでやらないとい
う業者がいくつかあ ることを認識してい
る。
「よいのか」という陳情も受けているの
で、区に通報してもらい、警察や駅と協力
して指導している。警察などと連絡を取り
合い、厳しく行政指導していく。
☆地域のお祭りなど、警察の使用許可を受けら
れる範囲で出店をすることは、一部認められま
すが、公道上において販売することは、原則と
してできません。厳正な取締りを！

高 橋しんじ 事 務所
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 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。

東急大井町駅に設置されたが、
ＪＲ、東急、京急各線の今
後の計画は。

A.ＪＲ大井町駅が来年度（注：
平成 27 年度）工事予定。駅
のﾎｰﾑがﾎｰﾑﾄﾞｱの荷重に耐え
られない可能性があるので詳
細調査をこれから行うと聞いている。
☆多額の経費を要するため、国、自治体の助成
を活用して鉄道事業者が安全確保のためにす
みやかに設置することを要望します。

高橋しんじプロフィール

平成 23年 4月 5,232票（１位）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』（22
（22 年 12 月合格）
☆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
◇第１回しながわ まちｾﾞﾐ「品川塾」受付中

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(
☆ご希望の方に『区政報告』をお届け(郵
送他)
送他)いたします。ご連絡ください。

決算特別委員会報
決算特別委員会報告③
—教育費—

約 130 億 8800 万円
歳出全体の約 10，1％

Q：《ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上でのいじめ》
①小学生・中学生の携帯・ｽﾏﾎ所持率は？
②区では、ネットや LINE（注）によるいじめ
が何件あって、どう対応しているのか。
A.①小学生は 48.2％、中学生は 77.6％が
携帯・ｽﾏﾎに関与している（注：通話や
ﾒｰﾙをしている）。②区では１件把握。
各学校でﾈｯﾄ犯罪、いじめなど指導している。い
じめ根絶協議会で家庭でのﾙｰﾙの設定など、いじ
め防止のためにできることを検討している。
◎いじめ防止対策
◎いじめ防止対策費
対策費 1743 万円
☆日常から学校、家庭での指導が必要です。また、ﾈ
ｯﾄいじめは、とても発覚しにくい特性があるので、
「いじめは絶対ダメ！！」という指導の徹底といじめ
の対象となった子どもが相談しやすい体制づくりが
求められます。
注：LINE（ﾗｲﾝ）＝ｽﾏﾎ等にｲﾝｽﾄｰﾙして使用するｱﾌﾟ
ﾘ（ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄの様なもの）です。このｱﾌﾟﾘをｲﾝｽ
ﾄｰﾙした端末同士では、無料で電話と文字などの
無料で電話と文字などの
やりとりができます。
「ﾎｰﾑ」画面で自分の近況
やりとり
などを投稿でき、また「ﾀｲﾑﾗｲﾝ」機能では、友
だちのﾎｰﾑに投稿された内容を一覧できます。便
利ですが利用には、多くの注意が必要です。

Q.《すまいるスクールでのいじめ》
区内のすまいるｽｸｰﾙでいじめ的なﾄﾗﾌﾞﾙがあり、
保護者が担任に相談したら、「すまいるの問題で、
クイズの答え：
クイズの答え：④本名は、村岡はな。
はなは５歳の時に甲府から南品川に
上京し、一家は葉茶屋（お茶屋）を
経営。はなは当時の城南尋常（じんじ
ょう）小学校（現：城南小学校）に通い、
10 歳の時に麻布の東洋英和女学院に
編入学した。※城南小学校は、2014
年に開校 140 周年を迎えました。

区内のお店の方が講師となって、プロならでは
の「コツ」や「知識」を無料で（講座によっては
材料費がかかる）教えてくれる少人数制のミニ講
座を実施します。詳しいﾁﾗｼがあります！ （↓）
◎開催：2/12-2/28
〇講座の開催日時・定員はお店に
よって異なります。
〇お申し込みは、受けたい講座の
お店へ直接お電話ください。
☆詳細は、品川区商店街連合会の
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞか☎
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞか☎ 54985498-5931 へ。
学校には関係ない」と言われた。他自治体
から品川区に転入してきた先生に、（品川
区独自の）すまいるｽｸｰﾙと学校の関係を
どう説明しているのか。
A.このような事態があったとすればゆゆ
しき事態である。
「すまいるスクール」が
子ども未来事業部に移管しても、教育委
員会も重要な施策と認識している。転入
教員には最初の研修会で説明している。
◎すまいるスクール運営費 10 億 8563 万円
☆このような出来事が起きるということは、研
修の不備、勤務校の管理職の指導不足、所
管の連携不足です。改善を求めます。

Q.《区立図書館の管理を指定管理制に》
経費的には約 3000 万円削減と聞く。どのよ
うなｻｰﾋﾞｽ向上になるか。
A.月曜日は月 2 回の開館だが、全館月曜日
開館となる。日曜祝日の開館も 17 時閉館
から 19 時閉館と２時間拡大する。様々な
企画展示、講座等も行う。※27 年度より
◎図書館経費 12 億 9393 万円
注:指定管理＝公の施設の管理を民
間企業や各種法人等に委託すること

Q.《基金積立金 20 億円について》
今年の義務教育施設整備基金積立金が 20
億円。（積み立てずに）他の事業に使うべき。
A.改築経費が１校当り 30 億円
（補助金除く）かかるので今後
も計画的に積み立てていく。
※義務教育施設整備基金：
平成 25 年度末残高 129 億 7412 万円

月・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 火
京急青物横丁駅前
◎『区政報告』
『区政報告』をお配りしています。
『区政報告』
木 ＪＲ大森駅前
◎議会等の事情で変更する場合があります。 金 京急立会川駅前
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00-9:30 頃

