☆☆ 品川区イズ☆☆
◇センター試験で 900 点満点！！

No.

458

2018 年 2・3 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

1/13,14 に実施された大学入試センター
試験において、満点（900 点）を取った高校
生がいると各方面で話題になっています。
2/7 に東京大学は「第 1 段階選抜(＝１次)
合格者」の中で、理科１類の志願者の最高点
は 900 点と発表。さて、この 3 年生は、ど
の高校の生徒でしょうか？
①都立西高（杉並区）
②都立国立高（国立市）
③都立小山台高（品川区）
④都立日比谷高（千代田区）
◎難易度☆☆☆

?

☆次号は、他自治体
の予算案の紹介です。
455 号から 30 年度予算案の概要をご説明して
います。予算案は、2/21 からの区議会で審議し
ます。歳出総額は、約 1,745 億円です。◎予算額
最終回の今号は、【歳出】のうち教育費です。
◎200 億 2,588 万円
（歳出の 11.5％）

☆幼稚園・小中学校教育、図書館運営等
◇ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進
・世界ともだちプロジェクト
－大使館等の外国人と交流
・「ようい、ﾄﾞﾝ！しながわ」
－区独自学習教材配布
・ﾎｯｹｰ、ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰの体験教室
児童と教員が体験
◎2,285 万円
◇就学援助(※)「入学学用品費」増額・前倒し支給
新 1 年生・新 7 年生（中 1）への支給を充実。
・新 1 年生：23,890 円⇒40,600 円
・新 7 年生：26,860 円⇒47,400 円
◎6,557 万円
就学援助－経済的理由
により就学困難な者を
法で支援。学用品費、給食費、修学旅行費、
卒 業 ｱ ﾙﾊﾞﾑ 費 等 を 支 給 。 受 給 率 小 学 校
20.1％、中学校 30.3％（平成 28 年度）

◇小学校・幼稚園改築 安心安全な教育環境整備
・芳水（ほうすい）小（大崎３丁目）
改築工事等
◎35 億 8,424 万円
・城南小・城南幼稚園（南品川 2 丁目）
改築工事等
◎16 億 8,402 万円
・後地（うしろじ）小（小山 2 丁目）
改築工事等
◎９億 1,438 万円
・鮫浜小（東大井 2 丁目）
改築工事等
◎1 億 1,517 万円
・浜川小・浜川幼稚園（南大井 4 丁目）
改築工事基本設計 ◎8,610 万円
・第四日野小（西五反田 4 丁目）
敷地測量
◎5,400 万円
◇品川ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ－区内全校で実施
☆学校・家庭・地域が一体となり学校運営改
善・児童生徒の健全育成に取り組みます。
◎7,983 万円
◇品川ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙﾌｪｽﾀ開催 ◎710 万円
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高 橋しんじ 事 務所
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☆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。

城南小完成予想図：平成 32 年 2 月竣工予定

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

◇ﾏｲｽｸｰﾙ浜川開設－適応指導教室（不登校等
の生徒を支援）。八潮・五反田に次ぐ 3 カ
所目（浜川中学敷地内に開設）◎285 万円
☆不登校生徒は増加傾向にあります。対応を！
◇特別支援学級開設－情緒障害の生徒を支援
（浜川中内） ◎400 万円
◇特別支援教室－全中学校に設置（小は既設）
注：特別支援教室＝指導教員が在籍校を訪問
して児童・生徒を支援する。◎864 万円
◇教職員の働き方改革（しながわ働き方ルネサンス）
・スクールサポートスタッフ配置
教員の事務作業をｻﾎﾟｰﾄ。500 人以上
の生徒・児童を有する 13 校に配置。
鈴ヶ森小、立会小、大井第一小他
(例)プリント印刷・配布準備、授業準
備補助、学校行事準備補助など
◎2,280 万円（人件費）
・教員の在校時間集計に向けたシステム開発
在校時間を管理職が把握することで在
校時間の縮減に取り組む
◎644 万円
☆教員の長時間勤務は社会問題化していま
す。教育委員会が教員の負担軽減に積極的
に取り組むことを求めます。
◇学力向上ﾌﾟﾗﾝ推進事業（勉強合宿）
浜川中、義務教育学校 6 校他
（8 年生＝中２） ◎578 万円
◇オンライン英会話レッスン
PC を使って海外の講師とレッス
ン。大崎中、浜川中他(8 年生) ◎899 万円
◇体力向上推進事業－運動支援員（専門的技能
を有するﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）を全校配置

【学校環境整備事業】学習環境整備は重要！
◇教材用 PC 等機器更新 ◎7 億 5,932 万円
・校内無線 LAN 整備（11 校）東海中、

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６２

鈴ヶ森中、鈴ヶ森小、八潮学園他

・PC 台数：20⇒40 台（9 校）
山中小、伊藤学園、戸越小他
・ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ⇒ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型 PC（21 校）
東海中、浜川中、鈴ヶ森中、山中小他
◇普通教室等照明 LED 化◎1 億 1,517 万円
城南第二小、大井第一小、富士見台中他
◇外壁改修 山中小、富士見台中他
◎2 億 496 万円
◇便所改修（洋式化）
浜川中他７校 ◎4 億 108 万円
◇背面ロッカー取替え－鈴ヶ森小、三木小
◇普通教室増設 ◎7,417 万円
浜川小、第三日野小他
◇校庭人工芝化
戸越小、荏原平塚学園
◎2 億 7,180 万円

☆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)。

◇図書館経費
◎16 億 7,379 億円
10 館運営費、大崎図書館移転経費他
◇高齢者支援図書館づくり
◎133 万円
図書館で「認知症ｶﾌｪ」
（認知症の人や家族、
地域の人が気軽に集える交流の場）
「認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ講座」開催。
クイズの答え：④都立日比谷高校。ｻｯｶｰ部に所
属。英語・数学・国語（各 200 点）、社会（１
科目１00 点）、理科（2 科目で各１00 点ずつ）
の全科目で完璧です。素晴らしい！東大は、2
次試験の比率が高い（センター試験の比率は
1/5）のですが、2 次試験（2 月 25,26 日）も
クリアして、合格することを祈っています。

ちょっとした話ながわ
◇勝島運河沿い 菜の花が見ごろ
東大井の勝島運河
沿いの土手。「しな
がわ花海道」です。
5 月頃まで楽
しめます。
お散歩に
どうぞ♪

品川区ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸより

お詫び：2、3、４月は議会開会、卒業
式、入学式出席等で、区政報告の配布時
間が変更になったり、お休みすることが
あります。ご了承下さい。

朝、駅前にいます！
◎『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。
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

