☆☆ 品川区イズ ☆☆

第１節

◇区議会の本会議を撮影できる？

No.

357

23 区の区議会では、本会議の撮影録音を
「原則禁止」としている議会が８区ありま
す。開かれた議会という点からは、問題です。
次のうち、「原則禁止」としている区を選
んで下さい。すべて「原則禁止」の場合は、
⑥と答えて下さい。
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※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

①渋谷
③大田
⑤品川

②北
④世田谷

高橋 しんじ

講師の方が、ご本人のｽﾏｰﾄﾌｫﾝ（ｽﾏﾎ）からあ
るｱﾌﾟﾘ（※）に接続し、そのままｽｸﾘｰﾝに映し
ました。すぐに「何歳？」と書き込みがあり、「21
歳」と返事をしたら、すぐに「どこにいるの？」等の
反応があり、生々しいやり取りをｽｸﾘｰﾝで見てい
た保護者から「うゎー！」との声があがりまし
た。全く見知らぬ複数の人とｽﾏﾎで会話できるｱ
ﾌﾟﾘの一例を実際に見ることができました。
去る 6/20、鈴ヶ森小学校での『ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの安
心安全な使い方』講座（保護者向け）での一場面
です。このようなｱﾌﾟﾘやｻｲﾄに小中学生が接続
し、自分の個人情報を書き込んだり、知り合っ
た人と会ってしまい、誘い出しによる性的被害
に巻き込まれたりする事件が多発しています。
講座の主催は「鈴小 PTA ﾃﾞｼﾞﾀﾙ部」(鈴ヶ森小
学校 PTA ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運営ｻｰｸﾙ)。
講師は、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、携帯電話、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等の利
用によるﾄﾗﾌﾞﾙを防ぐ講演を保護者・教職員等に
行っているﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ振興ｾﾝﾀｰ（「e-ﾈｯﾄ
ｷｬﾗﾊﾞﾝ」）の方です（謝礼・交通費無料
で講演しています！）。
※ｱﾌﾟﾘ（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）
＝ｽﾏﾎなどに入れて使
える様々なｿﾌﾄのこと。ｹﾞｰﾑやﾒｰﾙ、音楽ﾌﾟ
ﾚｲﾔｰ等が使えます。
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高 橋しんじ 事 務所
品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011
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E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com
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品川区 高橋しんじ

☆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。
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▽特に強調されていた点は…。
・ｽﾏﾎは、普通のﾊﾟｿｺﾝと 同じ
と認識し対応するべき。
ｱﾌﾟﾘの利用制限、ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ（設定）ﾞ、
ｾｷｭﾘﾃｨｰ対策という３つの対策を必ず！
☆「場所と時間の制限をしっかり」
「部屋に
持ち込ませない」「充電器は保護者が持
つ」
「保護者がﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞをして渡す（わか
らなければ携帯販売店に頼めばよい）」等
・保護者は、「国・学校・ｹｰﾀｲ会社にもっとﾙｰ
ﾙを教えろ！」というが買い与えているのは、
保護者なのだから、まず、保護者が教えるべき
である。
・中１になった時に「お祝いｽﾏﾎ」を買い与える
保護者が増えているが、本人も保護者も 10
万円（2 年契約支払等）の高価なﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄであ
るという意識が
ない。金銭感覚
も実感させるこ
と。ｽﾏﾎによるﾄ
ﾗﾌﾞﾙは、中１が最
も多い。
（反対面に続く）

高橋しんじプロフィール

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！
しがらみのない無所属

ちょっとした話ながわ
◇品川区役所窓口、ﾀﾌﾞﾚｯﾄで通訳手助け

発行者 高橋しんじ
〒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。

▽「デジタルタﾄゥー（入れ墨）」を知ること
ﾈｯﾄに一度書き込んだら、決して消すことはでき
ないし（タﾄゥー＝入れ墨、消せない！）、書き
手が特定される。
「一生後悔しないこと」
「玄関
に大きな紙に書いて貼っても恥ずかしくない
こと」を書くこと。結婚・進学・家族に迷惑が
かかることを知る。企業の人事採用者は、採用
試験の際、ﾌﾙﾈｰﾑで検索していることがある。
というお話がありました。
▽子どもに迫る４つのﾈｯﾄ危機とその予防・対応
①ｹｰﾀｲ依存：長時間のﾒｰﾙ・ｹﾞｰﾑ、有害ｻｲﾄ等
②ﾈｯﾄいじめ：ｻｲﾄへの悪口の書き込み。いじめ
ﾒｰﾙ。LINE（ライン※）での仲間はずれ（＝
「LINE 外し」などといいます）・悪口。
③ﾈｯﾄ誘い出し：性的搾取・性的被害、暴力等
④ﾈｯﾄ詐欺：金銭ﾄﾗﾌﾞﾙ（架空請求等）

Ｑ：355号で「今年9月から浜川中学と大崎中学
で外国人講師と生徒をｵﾝﾗｲﾝでつなげ、授
業でﾏﾝﾂｰﾏﾝの英語ﾚｯｽﾝを行う」とありまし
た。具体的に教えて下さい。（区民の方より）
生徒（8 年生＝中 2）は、全員に渡されたﾀﾌﾞ
ｯﾚﾄﾊﾟｿｺﾝにﾏｲｸ付ﾍｯﾄﾞｾｯﾄを接続。ﾌｨﾘﾋﾟﾝにいる
現地の外国人英語講師とﾊﾟｿｺﾝで教科書の進度
に合わせ、ﾏﾝﾂｰﾏﾝで英会話ﾚｯｽﾝをします。
25 分×月 2 回×7 ケ月（9 月～28 年 3 月）
◎予算額・ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ 918 円×170
円×170 人＝約 15 万円
・ﾚｯｽﾝ受講料 1080 円(25 分)×月 2 回
×166 人×7
人×7 ケ月＝251
ケ月＝251 万円
クイズの答え：
クイズの答え：①渋谷②北③大田④世
田谷。他に荒川、江東、葛飾、板橋で
田谷
計８区。品川区を含んだ他の区は、事
前に議長に撮影録音を申請し、許可を
得るという「許可制」です（ﾏﾆﾌｪｽﾄ研
究所 2014 年調査より）。

外国人が安心して窓口で手続きできるように
ﾀﾌﾞﾚｯﾄによる通訳ｻｰﾋﾞｽを 6/1 から始めた。ﾀﾌﾞ
ﾚｯﾄで民間の通訳ｺｰﾙｾﾝﾀｰに接続し、ﾃﾚﾋﾞ電話
のように手続きの説明や必要書類の記入方法を翻
訳する。対応言語は、英語、中国語、韓国語、
ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語。住民登録や税金、国民健
康保険、保育、児童手当等５ヶ所の行政手続き
窓口に配備。区では、従来、外国語の話せる職
員等を配置してきたが、需要が増加。2020 五輪
関連のｲﾍﾞﾝﾄでもこのｻｰﾋﾞｽの活用を検討すると
いう。区内外国人は 10,890 人（区内人口の約
3％）。◎予算額
◎予算額 358 万円 参考：6/17
参考：6/17 東京新聞
４つの危険について、とてもわか
りやすく具体的な実例の説明があり、
適切な対応策も複数提示されました。
特に「ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの設定をしないで
渡すことは、包丁の刃の方を手渡すの
と同じように危険です」という言葉が
印象的でした。ご家庭で対応を！
正しいｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（ｽﾏﾎも）使用のた
めのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄも配布されました。講師の宇津木麻
也子氏は、ﾎﾟｲﾝﾄを押さえたわかりやすい講義で
とても有名。講演で全国を飛び回っています。
◎ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ振興ｾﾝﾀｰ☎０３
◎ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ振興ｾﾝﾀｰ ０３５４０３-７１００
０３-５４０３※ライン＝ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで音声通話
キーワード
や文字のおしゃべりをする無
料通話ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ。ｽﾏｰﾄﾌｫ
ﾝの電話帳から友人を登録し、ｸﾞﾙｰﾌﾟ（部活や特
定のｸﾞﾙｰﾌﾟ）で会話する機能を使うことが多い。

◇区は、27 年度予算で大森駅水神口に地下機械
式駐輪場整備（600 台・定期利用）を予算計上
しました。事業の進み具合をご報告します。
☆地中のﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査を 5 月に実施しました。
調査の結果は、「当初の予定通り事業が進めら
れる」。今後は、隣接している JR と協議して、
工事計画を立てて 28 年 3 月頃から工事開始
予定。地下駐輪場と地上駐輪場や公園の整備
も行い、利用開始は 29 年 4 月の予定です。
説明会も実施予定。◎予算額
説明会も実施予定。◎予算額 3 億 4700 万円
【お詫び】
研修会に出席のため、7/14～17 まで
『しんじ新聞』の配布をお休みいたします。

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

