☆☆ 品川区イズ 540☆☆
◇品川区の英語力向上推進プラン

No.

540

2020 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

区は、独自のカリキュラム（＝教育課程。
教育内容計画）で９年間の系統的な英語教育
を展開しています。次の施策の正誤（〇×）は。
①ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使って海外の外国人講師からﾏﾝﾂ
ｰﾏﾝの指導を受ける（８中学校の８年生）
②放課後に外国人講師から英会話ﾚｯｽﾝを受講
する（全中学校の７～９年生。希望者）
③区の宿泊施設で２泊３日の英語漬け
の生活体験（小学校 2 校の６年生）
④英検の検定料助成（5～9 年生。
年度１回分） ◎難易度☆☆☆☆
☆ 次 号は 、 ｵ ﾘ ﾊ ﾟ ﾗ 関
連予算特集です。

537 号から２年度予算案の概要をご説明してい
ます。予算案は、2/19 からの区議会で審議中で
す。歳出総額は、約 1,883 億円です。◎予算額
第４回の今号は、【歳出】のうち教育費です。
◎277 億 6,819 万円
（歳出の 14.7％）

☆幼稚園・小中学校教育、図書館運営等
【学校環境整備事業】学習環境整備は重要！
◎45 億 9,130 万円
◇屋内運動場（体育館）空調設備設置
第三日野小、八潮学園、豊葉の杜学園他 3 校
◇屋内運動場（体育館）ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ整備
小中学校（エアコン設置校）30 校に整備
◇校舎等整備
・戸越台中－大規模改修
・便所改修（洋式化）-鈴ヶ森中、他２校
◎1 億 6,269 万円
・外壁改修・屋上防水（立会小、京陽小他 1 校）
・教室照明 LED 化（鈴ヶ森中他 6 校）約 3 億円
・校庭照明 LED 化（鈴ヶ森中学校他 2 校）
・土砂災害特別警戒区域解消対策（立会小他 1 校）
・校庭人工芝化設計（豊葉の杜学園）
◇普通教室増設
鈴ヶ森小・御殿山小他 1 校
【給食運営費】 ◎15 億 1,166 万円

高 橋しんじ 事 務所
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。

◇小学校・幼稚園改築 安心安全な教育環境
整備
改築工事等 ◎59 億 7,067 万円
・芳水（ほうすい）
鮫浜小完成
小（大崎３丁目）
予想図
竣工 2020 年 5 月
・城南小・城南幼稚
園（南品川 2 丁目）
竣工 2021 年３月
・鮫浜小学校
（東大井２丁目）竣工 2021 年７月
・後地 （うしろじ） 小（小山 2 丁目）
校舎竣工 2021 年３月
・浜川小・浜川幼稚園（南大井 4 丁目）
竣工：園舎 2021 年、校舎 2023 年
・第四日野小（西五反田 4 丁目）工事 2021～
・浜川中（東大井３丁目）工事 2022 年～予定
〇鈴ヶ森小（南大井４）、城南第二小（東品川
３）、源氏前小（中延１）⇒2020 年度：改
築に向けた整備計画等の検討。
2023 年度以降：工事（予定）
☆東品川、南品川、勝島、南大井、
東大井地区等はﾏﾝｼｮﾝ建設等
により、今後も人口増加。後手に
ならないようしっかりと対応を！

高橋しんじプロフィール
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！
しがらみのない 無所属

◇教職員の働き方改革（しながわ働き方ルネサンス）
・学校夜間電話対応経費－電話対応委託。教員
が対応できない時間帯◎840 万円
・スクールサポートスタッフ
教員の事務作業をｻﾎﾟｰﾄする
人材を全校配置（元年度から）
(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
・教員出退勤システム運用－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。テレビ電話運用等を追加
◎894 万円
・学校文書裁断溶解処理委託－裁断処理車が巡
回し、個人情報書類を処分。教員が時間をか
けてｼｭﾚｯﾀｰ裁断しなくて済む。
☆教員の長時間勤務は、いまだ改善されていませ
ん。今後も教育委員会が様々な方策で教員の
負担軽減に積極的に取り組むことを求めます。
◇体力向上推進事業
・運動支援員（専門的技能を有す
るテクニカルアドバイザー）を
全校配置
◎5,499 万円
◇プログラミング学習の推進
◎5,687 万円
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ（※Sota ソータ）を用いる。
最先端の技術に触れることで
情報社会への児童の興味・関
心を高める。
※ソータ：希望する小学校へ
貸し出し。モデル授業実施。
ﾀﾌﾞﾚｯﾄでﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを入力。⇒
おうｄ王
◇人工知能型（AI）教材導入経費
◎2,176 万円

◇品川英語力向上推進ﾌﾟﾗﾝ
・品川区ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成塾
全校で実施（元年度から）
区立中・義務教育学校（後
期課程）第 7～９学年の希
望者へ放課後に外国人講師による、1 ｸﾗｽ
10 人程度の少人数指導。 ◎3,056 万円
・オンライン英会話－全校で 8 年生が実施
（元年度から）。PC を使って海外の外国人
講師とﾏﾝﾂｰﾏﾝﾚｯｽﾝ。
◎2,900 万円
◇学力向上ﾌﾟﾗﾝ推進事業（勉強合宿等）
浜川中、富士見台中、義務教育学校 6 校
（対象：8 年生＝中２）
◎604 万円
◇マイスクール運営費（八潮、五反田、浜川）
不登校等の生徒を支援（＝適応指導教室）
☆不登校は、近年増加傾向です。支援の多
様化が求められています。
◎３億円
◇特別支援学級新規開設経費－日野学園・荏
原平塚学園 2021 年度開設◎5,412 万円
◇特別支援教室拠点校増設
２校増設
◇区立図書館経費 ◎13 億 1,516 万円
11 館運営・維持管理
・品川図書館運営費 ４億 2,301 万円
【資料充実費（購入）】
図書 16,429 冊 4,140 万円
視聴覚資料
743 万円

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６４

☆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)。

ちょっとした話ながわ
◇「すまっぴ」、導入中です🎶
すまいるスクール（小学生の放課
後の居場所。全小学校内に設置）の
すまっぴ
入退室管理システムのこと。
▽入退室時に「IC チップ（すまいる IC ﾁｯﾌﾟ
チップ）」を読み取りリーダー機器にタッチ
⇒保護者のﾒｰﾙ（ｱﾌﾟﾘ）に入退室の通知が届く
⇒ママ（パパ）安心♬
☆緊急時や災害時の対応に関する通知も配信。
保護者のｽﾏﾎから利用予定入力なども可能に。
お詫び：3、４月は議会開会、卒業式、
入学式出席等で、区政報告の配布は時間
を変更したり、お休みすることが
あります。ご了承下さい。

クイズの答え：①×ｵﾝﾗｲﾝﾚｯｽﾝ。元年度、全中
学校へ拡大。②〇 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成塾。年 25
回。③×ｼﾞｭﾆｱ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｷｬﾝﾌﾟは６年ではなく
４年生。８･９年生もﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾋﾙｽﾞ（福島県）
で 2 泊 3 日実施◎予算額 184 万円 ④〇英検ﾁ
ｬﾚﾝｼﾞ。受検率：５～7 年 11.5％、8・9 年
44.3％。もっと受検を！◎予算額 1,300 万円。

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

