☆☆品川区イズ 551☆☆
◇目黒駅は品川区⁉◇
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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

ＪＲ品川駅は港区に、ＪＲ目黒駅は、品川
区にあります。難関中学校として知られてい
る私立開成中の 2017 年 2 月の入試問題です。
問 図は、首都圏の駅名表示のｲﾒｰｼﾞです。
「目
黒」の文字の横に「ＪＹ22」という表示が
あります。「ＪＹ」が表しているものを具体
的に答えなさい。
ＪＹ

２２
◎難易度
☆☆

ちょっとした話ながわ
◇品川区民全員へ 3 万円支給！

「（仮称）しながわ活力応援給付金」
品川区は、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大により
生活に多大な影響を受けた区民に対し、外出
自粛要請等に伴う負担軽減と、区全体の活力
を取り戻すことを目的に、給付する議案を議
会に提出します。
【対象者】
・品川区民約 40 万 6,000 人（基準日：4/27）
（中学生以下は約 5 万人）
【給付額】
・1 人当たり 3 万円。中学生以下は、1 人に
つき 2 万円加算し 1 人当たり 5 万円
【予算額】
・約 135 億 5,000 万円
【申請方法】・郵送申請のみ
【スケジュール】
・議会が議決後、申請書発送
と受付開始。詳細は後日発表されます。
【応援寄付制度】
・感染症拡大防止に対する応援としての寄付
を受ける仕組みを構築する予定。
☆区は 6/25 からの区議会定例会に補正予
算案として提案予定。区議会が議決（可決）
したら、区は事務作業に入ります。
ご注意！すでにサギ電話がかかっていま
す。この給付金に関し、区役所等の公的機
関や金融機関から電話することは絶対にあ
りません！不審電話はすぐ切って下さい。

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。

◇立会川にカルガモの親子♬～
品川区内を流れる立会川の河口から勝
島運河付近にカルガモの親子が姿を見
せ、通行人の目を楽しませています。こ
の日、カルガモの親子が現れたのは京浜
急行立会川駅（東大井２丁目）から徒歩
数分の浜川橋（通称：泪橋なみだばし）
の近く。8 羽のひなが、オイルフェンスな
どで羽を休めたり、親鳥と一緒に泳ぎ回
ったりと、愛くるしい表情を見せていま
した。川を泳いでいる亀の親子と遊んで
いるような様子もありました。
参考：品川区ホームぺージ 5/27
☆私も見に行き
ました♪

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

今週の書架

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)。

ズ
◇学校現場に広がる「静かな荒れ」◇
〇学級経営についての小学校教員へのｱﾝｹｰﾄ結果
「よくあった」「たまにあった」「そう思う」
「ややそう思う」を合わせた数字
1998 年 2019 年
教師の注意やしっせき 47.3％
28.9％
に反抗する
ﾃｽﾄや配布物を破る・捨 51.7％
31.7％
てる
すぐカッとなって手を 71.6％
39.9％
出す子が増えた
「よい子」を振る舞う子 35.4％
48.5％
が増えた
いじめが広がってる
7.9％ 17.7％
学校で禁止されたもの 22.8％
49.9％
を持っている

☆『警察用語の基礎知識』古野まほろ
幻冬舎新書 840 円）
「警察庁」「検察庁」「警視庁」の違いは？「被疑
者」と「容疑者」と「不審者」の違いは？上から「警
視総監」⇒「巡査」まで９階級を知っていますか？
有名な「管理官」って？ドラマのネタ「キャリア」
と「ノンキャリ」の対立？などなど、テレビドラマ、
小説など皆さんに身近な存在の警察。知っ
ているようで知らない警察用語をわか
りやすく解説。筆者は、元警察官僚。
簡易な文体で読みやすいです。

↗自由記述では、
「教師の指示が
分からない子が多い」
「子どもに甘く周囲のせ
いにする親が影響している」
「教員の休職や退
職が常習化している」という声も。
また、生活や学習の決まり事を細かく指導
する「スタンダード」について、
「子どもへの
理解なしに押しつける時に（学級崩壊）がお
こりやすい」という記述もあった。
元小学校教諭でもある増田教授は、新型コ
ロナウイルスの感染拡大による長期休校をふ
まえ、
「子どもも親も相当ストレスを抱えてい
る。学校再開後は、まず、子どもの気持ちを
持ち寄ったり、聞き取ったりする場を設けて、
子どもを理解することから始めるべきだ。授
業の遅れを気にして詰め込めば、子どもが荒
れていく」と話す。
参考：6/1 朝日新聞
☆学校再開後は、教育活動全体の中で子どもた
ちの様子をしっかりと見守ることを求めます。

◇歩きスマホ禁止、「全国初」条例へ◇
子どもたちが教員の指導に従わない、
神奈川県大和市は 5/27、道路など公共の場
授業が成り立たないという「学級崩壊」
について、増田修治白梅学園大学教授
での「歩きスマホ」を禁じる条例案を 6 月市議
が小学校教員らに実施したｱﾝｹｰﾄ結果を
会に提案すると発表。7/1 の施行（＝法令が効
まとめた。問題が顕在化した 1998 年
力を発する）を目指す。「禁止」をうたってい
の調査と同様の質問としたところ、20 年前と
るが罰則規定はない。同市は、4 月に新型ｺﾛﾅｳ
比べて「カッとなって手を出す子」は減った一
ｲﾙｽの感染拡大防止のため、マスク着用への協
方、「静かな荒れ」が学校現場で広がっている
力を求める条例も制定、施行している。
実態が浮かび上がった。
今回分析したのは、昨年秋、埼玉県や東京都
条例案では、屋外の公共の場所でｽﾏﾎや携帯
の小学校教員 429 人から得た回答。
電話を操作する時は、他の歩行者や車両の妨げ
小学校で「学級経営が困難になった経験があ
にならない場所で、立ち止まった状態で行わな
る」と答えた割合は 98 年の 66％に対して
ければならない、と定める。市長は
2019 年は 56.2％で依然として半数を超えた。
「『ｽﾏﾎは立ち止まって操作するもの』
クイズの答え:Ｊ（＝Ｊ）Ｒ山手線（＝Ｙ）。 ↗
という意識を浸透させることを目指
駅ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞです。東京駅が JY１。神田
す」と話す。参考：5/28 朝日新聞
駅が JY２と内回りで 22 が目黒駅。
目黒駅＝東急目黒線は MG０１、ﾒﾄﾛ南
月・水 ＪＲ大井町駅前
北線は N０１、都営三田線は I（ｱｲ）０
火 京急青物横丁駅前
１です。開成中は、学校がある東京下町 ◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
（西日暮里）を中心とした歴史・地理等 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
金 京急立会川駅前
を問う、いわゆる「東京問題」が数年お ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
☆各 7:00-9:30 頃
き出題され、その都度話題になります。

朝、駅前にいます！

