☆☆ 品川区イズ 546☆☆
◇品川区立義務教育学校◇

No.

546

2020 年 4，5 月

6

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

品川区には、６つ（注）の義務教育学校
（小中一貫校）があり、小学校・中学校が一
体化しています。この６つの義務教育学校の
前身の小学校と中学校をすべて合計すると何
校になるでしょうか？
注：日野学園（⇓写真）、伊藤学園、八潮学園、
荏原平塚学園、品川学園、豊葉の杜学園
①12 ②14
③16 ④18
◎難易度☆☆☆
令和２年度予算案は、本会議（3/27）で可決し
ました。その予算審議の一部を 543 号からご報
告しています。今号は教育費です。予算の概略
は、537～541 号をご参照下さい。
注 意味が変わらないように私が質疑を要約
等しています。Ｑ:他議員の質問 Ａ:区側の答
弁 ☆:私の考え
◎:２年度予算額
◇私の質問は、547 号でまとめてご報告します

⇒幼稚園・小中学校教育、図書館運営等
☆前年度比 13.1％増加（学校改築費等のため）

◇学校夜間電話対応経費

Ｑ:教職員の働き方改革の一つと聞
く。保護者や地域からの電話を
教職員が直接受けていた。どう
変わるのか。 ◎840 万円

◎ 277 億 6819 万円（歳出の 14.7％）
Ａ:これまでは体育の中で実施して
きた。小学生も体験していた。講
師は近隣中学の体育科教員、地域
の警察官、剣道連盟の方などのﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが多いので柔道実
施の小学校が半数以上。2 年度は市民科の「伝
統と文化」で扱う予定。☆安全面の確保、講
師は、地域の各種団体との連携をしっかりと。

Ａ:電話の対応に追われて、長時間勤務の一因とな
っていた。勤務時間以外は、
「この番号にかけて
Ｑ:避難所の台場小学校 （東品川１丁目） は
下さい」という案内をする。その番号で委託先
標高が低い。隣接の都営住宅
の電話代行ｻｰﾋﾞｽが対応する。そこから学校指定
（12 階建て）に避難しては。
の端末に「このような電話があった」とﾒｰﾙが届
く。開かないとわからない等の課題があるので、
Ａ:避難路に防球ﾈｯﾄがある。
どこに送るかは、検討の必要がある。また、現
段差もある。どう解消する
在、警察から、あるいは児童・生徒の命に係わ
かを含めて検討する。
ることは、校長の緊急用携帯電話にかかるよう
☆他にも標高が低い避難所があります。地震、
になっている。夜間の保護者からの担任への
津波、風水害と分けて指定する必要があります
相談等は、各学校で工夫している。

◇武道必修化（平成 24 年度～、柔道・剣道等）
Ｑ:小中学校でどんな授業をしているか？

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。

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

ちょっとした話ながわ
◇区の新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止策

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)。
◇プログラミング教育（注）

〇区内指定喫煙所（全 9 ヶ所）閉鎖
4/17 から当面の間、閉鎖。
大崎駅（西口ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ、西口線路脇、東口高架下）、
大井町駅（城南信金前、ＪＲ踏切横（阪急横）、
東口ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ下）、五反田駅（東口花房山通
り沿い、西口本村橋脇）、西大井駅（ﾛｰﾀﾘｰ内）
〇区立公園内喫煙所・灰皿閉鎖
4/21 から順次、当面の間、閉鎖。
☆日本禁煙学会も『「濃厚接触」となり感染するﾘｽｸが
ある』と閉鎖を呼びかけていました。皆さまのご理解と
ご協力をお願いいたします。

◇人工知能型教材（Qubena ｷｭﾋﾞﾅ 注①）

Ｑ:2 年度から小学校でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
教育が必修化。①ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教
育推進校は。各学校での環境整
備、教員の準備状況。②教員の負
担軽減策に民間企業やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
支援を受けるか。◎568 万円

Ｑ:導入学年、科目、台数など。

Ａ:①元年度は、10 校。予算をつけて、ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾐﾝｸﾞの試みをし、内容は全校の担当教員と
情報共有した。次年度も同様に進めていく。
前提条件として各校にﾀﾌﾞﾚｯﾄ型 PC が入って
いるので活用する。②ありがたい申し出がた
くさんあるので、学校に情報提供する。
注 プログラミング教育：中学校は 3 年度、高校
は 4 年度から必修化。
『ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞを行う際
に必要となる論理的思考力』を育てる教育。
実践的なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞを学ぶものではない。ま
た、あくまで既存の教科（算数や理科など）
や市民科の時間、ｸﾗﾌﾞ活動の中で行う。PC
（ﾊﾟｿｺﾝ）を用いない学習も行える。

◇GIGA（ｷﾞｶﾞ）ｽｸｰﾙ構想（注）
Ｑ:現在の小中学校への PC 整備
状況と今後の整備予定は。

Ａ:ICT 推進校（小学校８校・中学校２校）で
全児童生徒に PC 配布。その他は 1 ｸﾗｽ分（40
人）設置。2 年度予算にもう 1 ｸﾗｽ分計上し、
各校 2 ｸﾗｽ分の PC を配置する。将来的には 1
人 1 台という状況は考えられるが、現状は、
必要な時に使えるような体制を整える。
◎ﾊﾟｿｺﾝ教室用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末等配備 1 億 7,418 万円

Ａ:放課後等の地域未来塾（注②）
参加の 6 年生約 400 人を想定。
算数・数学の教材をﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC
に入れて活用。個人の学習履歴
も蓄積されるので確認できる。
指導する地域人材の専門性を補完する。あく
まで、学校の授業とは切り離して活用する。
◎人工知能（AI）型教材導入経費 2,176 万円
注① Qubena（ｷｭﾋﾞﾅ）：PC で AI が提供する教
材ｿﾌﾄ｡誤った問題等を AI が解析し、各自の
学習進度に合わせた問題を配信。指導者も
各自の進度を容易に把握し、活用できる。
注② 地域未来塾：品川ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙの学校支援
地域本部が実施する、放課後の補充学習（基
礎学力向上目的）。指導は、教員ではなく、地
域人材のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなど。

◇スポーツと子ども

Ｑ:①区の人口は増えているが、中
学校のｽﾎﾟｰﾂ系部活、少年野球やｻｯ
ｶｰ等の地域のｸﾗﾌﾞﾁｰﾑに入る子ども
が減っている。現状をどうとらえるか。②中学
校は、部活が専門的でない教員もいるので、部
活指導員（ｺｰﾁ。外部人材）を採用しているが。
Ａ:①価値観が多様になり、様々なｽﾎﾟｰﾂの人気
も時代とともに変化している。部活指導員の
協力も得ながら取り組んでいる。区のｽﾎﾟｰﾂ
協会との情報共有も進める。②部活指導員対
象の研修会を始めた。1 回目の今年度は、元
ﾌﾟﾛ野球選手（現立正大准教授）を招いた。
また、学校の様々なﾆｰｽﾞに応えられるよ
うな部活指導員を採用したい。
☆次号は、予算委員会審議⑤をご
報告します。私の質問特集です。

注 GIGA（ｷﾞｶﾞ）ｽｸｰﾙ構想：全国の小中学校に 1
人 1 台の学習者用 PC や高速ﾈｯﾄﾜｰｸ環境等を
整備する文科省の 5 年間の計画。ICT を活用し
た新しい教育を企図。
クイズの答え: ④18 校。日野学園（⇐
第二日野小・日野中）、伊藤学園（⇐原
小・伊藤中）、八潮学園（⇐八潮小・
八潮北小・八潮南小・八潮中・八潮南中）、
荏原平塚学園（⇐平塚小・荏原第二中・
平塚中）、品川学園（⇐品川小・城南中）、 ◎『区政報告』をお配りしています。
豊葉の杜学園（ほうようのもり⇐杜松 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
小・大間窪小・荏原第三中・荏原第四中） ◎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

