☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇副校長先生が２人いる区立小学校
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品川区議会議員
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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

小学校の管理職は基本的に校長１人、副校
長１人という決まりです。30 年度から品川区
では特別に副校長を２人置く小学校がありま
す。次のどこでしょうか？
①鈴ヶ森小 （南大井 4 丁目）
②城南小
（南品川 2 丁目）
③大井第一小（大井 6 丁目）
④第二延山小（旗の台１丁目）
※教員（管理職含む）は東京都の
職員ですが、この副校長の 1 人は「区が独自
に採用した教員」
（区固有教員といいます。現
在 26 人います）です。
◎難易度☆☆☆

２月 21～23 日に平成 30 年第１回
定例会本会議が開催されました。10
人の議員が代表質問（会派の代
表）・一般質問（その他）をしまし
◇マンホールのふた
た。前号から（他議員質問の一部）
①東京都下水道局が管理をし
をご報告してます。Ｑ:他議員の質
ている下水のマンホールのふたは、
問 Ａ:区側答弁 ☆:私のコメント
耐用年数が歩道で約 30 年、車道で約 15 年。
◇私の質問は 461 号でご報告しました。
区が把握している耐用年数を超えて設置され
ているマンホールのふたの数は。交換等の対
◇ドローンについて
応は。②現在のマンホールカード（注）
①ﾄﾞﾛｰﾝに関する調査結果につ
作成の進行状況は。
いて。②災害時にﾄﾞﾛｰﾝを有効活用で
Ａ：①区内に約 13,000 個あり、都が維持管理
きるよう、防災協定の締結も含めた運営事業
している。ふたの交換は、都が磨耗等の状況
者の選定を。③区 HP に掲載中の動画の作成
に応じて計画的に実施をしている。また、区
で撮影にﾄﾞﾛｰﾝを使用した。HP 掲載後の反響
部全体で３分の２のﾏﾝﾎｰﾙを飛散防止型のふ
などの成果と課題。④ﾄﾞﾛｰﾝを活用した
たに交換したと聞いている。②30 年度予算と
品川区内の水辺などの空撮動画で
して、しながわ観光大使のシナモロールをﾃﾞ
品川区の魅力発信を。
ｻﾞｲﾝしたﾏﾝﾎｰﾙｶｰﾄﾞを作成する計画。
Ａ：①災害対策本部の情報収集活動に有用。
注：マンホールカード＝ご当地ならではの名
物資運搬は課題がある。②災害対策におけ
所や名物が描かれたﾏﾝﾎｰﾙのふたを図柄にし
るﾄﾞﾛｰﾝの活用方法を具体化した上で、最適
たｶｰﾄﾞ。現地でしか手に入らないと
な事業者を選定する。③躍動感や迫力があ
いう希少さもあって、ﾌﾞｰﾑは過熱ぎ
るといった声がある。課題は、ﾄﾞﾛｰﾝの操
み。仕掛け人は、国土交通省や下水
縦・撮影技術者が限定され、都市部の制約
道関連団体でつくる「下水道広報ﾌﾟ
の多い空間で確かなスキルが求められる。
ﾗｯﾄﾎｰﾑ（GKP）」。一昨年に発行開始、今年
④区としても有効であると認識している。
4/28 の第 7 弾で累計発行数 342 種
類、発行数 180 万枚にのぼる。愛好
高橋しんじプロフィール
家は「マンホーラー」と呼ばれる。
平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
水戸市の
参考：朝日新聞、日経など
ﾏﾝﾎｰﾙｶｰﾄﾞ
58 票差）のご支持を頂き、現在３期目。若草幼

高 橋しんじ 事 務所
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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。

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

ズ
◇小学校１年生、就きたい職業

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！！
☆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)。

クラレ（化学ﾒｰｶｰ）は 4/4、小学校に今春入学す
る新 1 年生（四千人）に尋ねたｱﾝｹｰﾄ結果を発表。
《男子》
《女子》
１．スポーツ選手
１．ｹｰｷ屋・ﾊﾟﾝ屋
２．警察官
２．芸能人・ﾓﾃﾞﾙ
３．消防・ﾚｽｷｭｰ隊
３．看護師
４．運転士・運転手 ４．花屋
５．TV・ｱﾆﾒｷｬﾗｸﾀｰ
５．医師
☆男女の 1 位は 20 年連続でトップ
参考：4/5 毎日新聞

ちょっとした話ながわ
◇震度６強以上で倒壊・崩壊の危険性があるビル
旧耐震基準で建てられた都内
の大規模な建物のうち、2 割が
震度 6 強以上の地震で倒壊・崩
壊の危険性が「高い」とされた
ことを東京都は、3/29 に発表
した。初めて建物名を公表。
参考：4/1 朝日新聞
◎危険性が「高い」
・ニュー新橋ビル（港区）
・紀伊国屋ﾋﾞﾙ店舗棟（新宿区）
など ※品川区には無し

◎危険性が「ある」
・コナミ品川ビル（品川区）
・アトレ目黒１Ａ館（品川区）
☆区内のこの他の建物名は、品
川区ＨＰの『「耐震診断義務
付け対象建築物」の耐震診断
の結果等の公表について』
で詳細が公表
されています。
対応は急務
です！！

・ｺﾅﾐ品川ビル（品川区）、ｱﾄ
ﾚ目黒１Ａ館（品川区）
☆この他の建物名は、都のＨＰ
◇保育園の出入り口が危険！
『耐震診断が義務付けられ
Ｑ：JR
大森駅近くのビルの 2 階に保育
ている建築物の耐震診断結
園がある（南大井 6 丁目、水神公園
果等の公表について』で公表
前）。園児の出入り口が道路に面して
されています。
いる。園児が飛び出すなど危険であ
る。対応してほしい。
（区民の方より）
Ａ:区の担当部署（交通安全担当、道路
課）にお伝えしました。
「ビルの出入口等は私有地なので区
が対応できない。しかし、前の道路は
区道なので、電柱に《巻き看板》をと
りつけることが出来るので対応する」
ということでした。まもなく設置さ
れ、車の運転者の注意を喚起すること
が出来るようになりました。
☆運転者の皆様、気を付けて下さい！

このビルの 2
階に保育園が
ある

拡大すると…

設置前

設置後

ここから園児が登降園するので危険
巻き看板設置

クイズの答え:③大井第一小。児童数
は 801 人（24 ｸﾗｽ）。区内の小学校で最
も多い大規模校。副校長を 2 人（都職員
と区固有教員）にして学校運営を円滑に ◎『区政報告』をお配りしています。
する目的です。副校長は区固有教員で初 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
の管理職です。鈴ヶ森小:児童数 538 人、 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
城南小:392 人、第二延山小:619 人。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
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

