
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高 事 務所 橋しんじ 

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。 
 

 

☆☆ 品川区イズ 527☆☆ 
◇子どもたち、東京五輪観戦！ 

  東京都は、東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ大会で
子どもたちが直接観戦する機会を提供し、チ
ケットの費用を負担します。観戦できる子ど
もは次のどれですか？複数あります。 
①区立小学校 1年～6年 
②私立小学校 1年～6年 
③区立中学校 1年～3年 
④私立中学校 1年～3年 
⑤区立幼稚園 5歳児 
⑥私立幼稚園 5歳児 
⑦区立保育園 5歳児 
⑧私立保育園 5歳児   ◎難易度☆☆☆☆ 
 
 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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2019 年 11 月 

平成３１年 4 月 6,205．403票（１位）の 
ご支持を頂き、現在４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）。平成 27 年
5551票（58票差で 2位）。『議員力検定１級』
合格☆初心を忘れずにガンバります！ 
 

A：①平成 28 年に教育委員会から「a.ﾋﾟ
ﾗﾐｯﾄﾞ（⇓左）は 3 段まで、b.ﾀﾜｰ（⇓中）
は 2 段まで」と全校に通知。今年度は、
aの実施（含予定）が 2校、bの実施（含
予定）が 7 校。ab の両方がいずれかの
学年で実施が 15校。行わない 18校。a
や bではなく、手をつないで扇のような
形式等が 4 校。②28 年以前は 4 件。以
後は 3年間、毎年 1件起きている。 
③ﾄﾗｽﾄﾌｫｰﾙ系（⇓右）という形では、実
施を認識しているが調査していない。 
               ☆安全第一です！ 
           事故防止を。 

Q：《運動会での組体操》 
今年、神戸市の小中学校で運動会の組体操
の練習中に事故が相次いだ。①区立小中学

校におけるﾀﾜｰ型、ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ型の実施校数
は。②組体操に関わるけがの発生状況は。③
「人間起こし」について実態把握しているか。 
 

 しがらみのない無所属 

前号に引き続き、今号は、決算特別委員会
（30年度歳入・歳出）の審議のうち、歳出：
教育費・土木費の一部をご報告します。 
Ｑ：他議員の質問   Ａ：区の答弁  
◎平成 30 年度決算額 ☆私のコメント  
・歳出 区民１人当たり 約 42万円 

総額 1,668億 8,043万 5,850円 
 

 

 

小中学校・図書館等 
⇒241.2億円 
 歳出の 14.5％ 

A：①PTAとは、家庭教育学級、ｲﾍﾞﾝﾄ等を
お願いしているが、PTA 活動からおやじ
の会が発生したと聞いているので、教育
委員会と直接、委託契約事業等は結んで
いない。②学校行事のﾃﾝﾄ張り・片付け、
餅つき等（ｲﾍﾞﾝﾄ）、また地域の区民まつ
りでも大変活躍している。PTA やおやじ
の会が学校から出て地域や町会で活躍し
て頂ければと考える。 

注 おやじの会＝児童（卒業生）の父親など
を中心とした PTA活動またはそれに準
じた活動のための地域組織。実際の名
称は様々。（例）親児の会、おや Gの会 

 
 
 

Q：《（区立小学校の）おやじの会》 

①区と「おやじの会」との関係は。 
②おやじの会は、地域の活動（町会 
等）と連動していない。区の考えは。 
 

高橋しんじプロフィール 
Ｚ 

参考『教育という病』 

a b 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
https://ja.wikipedia.org/wiki/PTA


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

◎『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。 

朝、駅前にいます！ 

 

 
 

 
 

発行者：高橋慎司 Tel０３‐５７４２－６８６４ 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 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』（「しんじ新

聞」）を郵送でお届けいたします(送料

は当方で負担します)。 
 
 
 
 
 

A：①体育館の（一般）利用者も含めて、
冷房は６～9 月。その前に暑ければ試運転
の形で使う。暖房は 12～3 月。11 月に寒
ければ同様に使う。冷房は室温 28℃、暖房
は 20℃を目安としている。 
②来年、再来年で早急に整備 
していこうと考えている。申 
し訳ないが、冬の間はｽﾄｰﾌﾞ等 
で対応してもらう。 

A: 防犯ｶﾒﾗを 2 方向から、最低 2 台設置
して安全対策する。死角へは今後、建設の
中で必要なものは整備したいと考える。 
☆6つのﾄｲﾚ棟を分離して設置します。工事は
令和 2年 3月終了予定です。 

A: ①内科：月 45,500円、眼科・耳鼻科・
歯科：月 44,500円、薬剤師：月 25,200円。 
区の非常勤職員として条例で設定している。
②私どもに届いている。平成 11年から上が
っていないが、私ども区の一般職の給与もﾄ
ｰﾀﾙでみると上がっていない。非常勤といえ
ども区の職員として勤務していることを踏
まえると上げていくことはなかなか簡単で
はないのかというふうに考えている。 
◎学校医等報酬 約 1 億 4 千万円（小学校

159 人、中学校 46 人、義務教育
学校 73 人）注学校医＝学校保健
安全法で設置が義務づけられて
いる。その学校の保健管理や児
童・生徒の健康診断等をする医師 

 

区 HP より 
 

Q：《小中学校体育館の空調設備》 

①今夏に整備が終わった。その使用基準、時期な
どは。②スポットﾊﾞｽﾞｰｶ（写真）設置の学校は、い
つ本格工事するのか。冬は暖房に使えない。 
 

Q：《学校医》 
①学校医の種別、報酬額と決定の仕組みは。
②関係団体から増額の要望があるが。 

Q：《大井町駅前公衆便所改築》 
防犯の配慮は。 
 

Q：《保育園児のお散歩ﾙｰﾄ安全点検》 
緊急安全点検の現状、危険個所事例、今後の

対策は。 

A:対象園は、区管轄 214園、 
都所管 38園で 252園。危 
険個所があるのは区管轄で 
55 園、都所管が 15 園。事 
例は車が横を取って危ない、一時停止をし
ない、道路の白線が消えているなど。今後、
啓発看板設置などの安全対策をしていく。 
☆保育園のお散歩は、重要な保育活動の一つ
です。一方で、散歩中の事故が発生していま
すので安全面を考慮したﾙｰﾄ（またはﾙｰﾄ見
直し）での散歩を強く要望します。 

クイズの答え:①～⑧全て。観戦を 
希望する都内の全公立・私立学校（幼稚
園も）に加え、保育園も対象に。各学校・
幼稚園・保育園への意向調査を実施し
て、都が参加対象・観戦競技などを決め
ます。なお、保育園に関しては、実際に
何園が観戦できるか未定です。 

道路・公園整備など 
⇒246億円 歳出の 14.8％ 

 

次号は、決算特別委員会での私の質問特集です。 

Q：《シェアサイクル》 
この事業は、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸだけのもの
か。継続するのか。   ◎決算額 7738 万円 

A:来年 4月から本格実施する。新たな交通手
段として運営していく必要があると考える。 

 
 ズ 

◇不登校児向け私立小学校開設へ 
 不登校など通常の小学校に通うのが難しい児
童を対象にした全国初の私立小学校が、都内で開
設手続きに入ったことがわかった。江戸川区で閉
校した小学校の校舎を使う予定で、希望者は居住
地を問わず入学でき、小学校の卒業資格も得られ
るという。開設を予定しているのは、不登校生徒
向け私立中学校を運営する学校法人「東京ｼｭｰﾚ学
園」（東京）。不登校児を対象とした公立小学校は
全国に２校あるが、いずれも小学校の自治体に住
むという入学条件がある。参考：10/27読売新聞 

 
 
 
 
 
 

https://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95-45185#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95-45185#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://www.weblio.jp/content/%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://www.weblio.jp/content/%E4%BF%9D%E5%81%A5
https://www.weblio.jp/content/%E7%AE%A1%E7%90%86
https://www.weblio.jp/content/%E5%85%90%E7%AB%A5
https://www.weblio.jp/content/%E5%85%90%E7%AB%A5
https://www.weblio.jp/content/%E7%94%9F%E5%BE%92
https://www.weblio.jp/content/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%A8%BA%E6%96%AD
https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%BB%E5%B8%AB

