☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇しながわ歌留多（かるた） 販売中！
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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

ちょっとした話ながわ
≪保育士配置 規定満たさず≫
～品川区、助成金 474 万円返還請求へ～
品川区の社会福祉法人「あざみ会」運
営の「どんぐり保育園」（川西絹子園長、
南品川 2 丁目。私立認可保育園。定員 190 人）
で、規定より保育士の配置が不足していた時期
があり、区が 470 万円余の返還を求めること
になった。区が区議会文教委員会で報告した。
区によると、早朝 7 時半からの受け入れ時に
は本来、保育士を 2 人配置しなければいけない
のに、1 人しかいなかった。さらに「病後児保
育」も担当。こちらも不足していた。区は、保
育園に保育士数やシフト状況等を毎月提出さ
せているが、不足をチェックできていなか➚

≪外国籍の子 就学不明 1.6 万人≫
～100 自治体調査。義務教育対象外～
日本に住民登録し、小中学
校の就学年齢にあり外国籍
の子どもの数の少なくとも
約 2 割に当たる約 1.6 万人
が、学校に通っているか確認
できない「就学不明」になっ
ていることが毎日新聞の調査で明らかになっ
た。すでに帰国している事例もあるが、外国籍
の子は義務教育の対象外とされているため就
学状況を確認していない自治体も多く、教育を
受けていない子どもが多数いる可能性がある。
➚
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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。

品川区の名所旧跡を楽し
く学べる「かるた」です
（￥500）。1/14 には、お
披露目会も開催されました。
次のかるたの札の文章の空
欄を埋めて下さい。
①○
い 家光にたくあん献上（ ）寺【漢字２文字】
②○
き（ ）で思い出残る成人式【かな 5 文字】
③○
こ 香ばしく煙る（ ）のさんま焼き
【漢字 2 文字】
④○
た 食べて踊って（ ）どんたく夏祭り
【漢字 2 文字】
◎難易度☆☆☆☆☆
➚った。6 月上旬に都に情報が寄せられて、その
後、区に連絡があったという。7 月に都と
区が指導監査に入り、不足状況を把握した。
川西園長は「保育士の急な退職で補充が出
来なかった。保護者の不安がないよう 8 月
からしっかりと態勢を整えた」と話した。
参考：30 年 12/13 朝日新聞
注 病後児保育＝病気の回復期にあるた
め集団保育が困難な子どもを一時的
に預かる。区内 4 園で実施。
☆とても大きな問題です。12 月の文教委員会（私が
所属）で区から報告がありました。園児の安全の
ための保育士配置です。今後、保育園は、きちん
と態勢を整え、区は、責任をもって区内認可園の
保育態勢をしっかりとチェックすべきです。
アンケートは、新学期が始まった直後の昨年 5
月の時点で住民登録されている６～14 歳と公
立の小中学校や外国人学校に通っ て い る児
童・生徒の人数を聞いた。就学不明の子どもは、
▽家にいるが就学していない▽所在不明▽住
民票を残したまま転居・帰国▽私立や外国人学
校に通っているが自治体が把握していない－
などとみられる。
参考：1/7 毎日新聞
☆品川区は、就学不明児 200～299 人に分類さ
れていました。詳しい事情を調査致します

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

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)。

平成 31 年第１回定例会が
開催されます。
2/20-22 本会議
各会派の代表質問・議員の一般質問
2/25～28 常任委員会・特別委員会
3/4～13 予算特別委員会（議員 39 人で構成）
平成 31 年度の予算案を審議。
連日約７時間の会議です！
3/26 本会議：議案を採決して閉会

ズ
◇大井水神公園のﾄｲﾚ◇

≪幼保無償化 今年 10 月から≫

Ｑ:大井水神公園（南大井）の男子ト
イレが改修されてきれいになった
が、外から見えてしまう。改善を。
（区民の方より）
Ａ（区の担当者の回答）:
区の公園のトイレや公衆便所の改
築・改修の方針です。
トイレ内部での問題を防ぐため、中に誰か
が潜んでいていないか、外から利用者が確認
できるように、できるだけ死角を無くすよう
にしています。そのため、防犯上の観点から
「どなたか」が利用しているか、を確認でき
るような構造となっています。
ただし、水神公園のトイレの脇は、事実上
歩道のようになっており、通行する方々が多
いので、ご指摘のような状況が生まれていま
す。今後、検討いたします。ご理解いただき
たいと思います。
設置前

☆その後、区が目隠し
を設置し、内部が少
し見えにくくなりまし
た（写真右）。
また、介護等の付
き添いの方がお待ち
ただけるように下部
に腰かけ部分も設置
されました。

【教育無償化のポイント】
〇幼児教育・保育の無償化は 10 月ｽﾀｰﾄ。３～５
歳児は原則全世帯。０～２歳児は住民税非課税
世帯が対象。
〇認可保育所等は完全無料。私立幼稚園の一部や
認可外保育所は一定の上限を設けて利用料を
補助。給食費は対象外で、保護者の実費負担。
〇高等教育無償化は 2020
年度から。大学や専門学
校等に通う低所得世帯の
学生に、返済不要の給付
型奨学金を支給し、授業
料も減免する。参考：
30 年 12/29 東京新聞
☆保育士確保や待遇改善などの課題もあります。詳
細は、特集で改めてご報告します。
《大井水神公園（南大井 5～6 丁目）の男子トイレ》

外から見えてしまう…

目隠しが設置されました。下
部は腰かけとなっています。

クイズの答え：①沢庵（たくあん）和
尚が建てた東海寺（北品川 3 丁目）②
きゅりあん。例年の成人式会場。③目
黒のさんま焼き。岩手県宮古市がさん
まを提供。④大井どんたく。大井町の
夏の風物詩。盆踊りは 60 年以上の歴 ◎『区政報告』をお配りしています。
史。『しながわ歌留多』は、しながわ ◎議会等の事情で変更する場合があります。
観光協会（☎5743-7642）で販売中。 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。

・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

