☆☆品川区イズ 555☆☆
◇品川区の管理職へ派遣された警察官

No.

555

2020 年

８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

ちょっとした話ながわ

警察官には、警察法で定められた 9 つの階
級があります。それぞれの名称は、下から①
巡査②巡査部長③警部補④警部⑤警視⑥警視
正⑦警視長⑧警視監⑨警視総監（＝警視庁の
トップ）です。品川区には、東京都を管轄す
る警察の警視庁から、警察官が派遣され（併
任といいます。制服は着ていません）、生活安
全担当課長と交通安全担当課長に就い
ています。さて、この 2 人は
９つの階級のうち、どれでしょうか？
（2 人とも同じ階級です）
◎難易度 ☆☆☆

➚き添って おり、その場で男子生徒を取り押さ

◇女児誘拐未遂容疑で高校３年生逮捕
「ゲーム機買い替えてあげる」と誘う
オンラインゲーム（注①）で知り合った小学
校高学年の女児をわいせつ目的で誘拐しようと
したとして、大井署はわいせつ誘拐未遂容疑で、
世田谷区に住む私立高校 3 年生の男子生徒（18）
を逮捕した。調べに対し、
「誘拐しようとは思っ
ていなかった」と容疑を一部否認している。
逮捕容疑は 6 日から 12 日までの間、ｵﾝﾗｲﾝゲ
ームのチャット（注②）等で、
「家庭用ｹﾞｰﾑ機を
買い替えてあげるから会おうよ」などと女児を
誘い、12 日午前に JR 大井町駅に呼び出して誘
拐しようとしたとしている。大井署によると、
男子生徒と会うことを知った女児の母親が付 ➚

えた。
参考：7/13 ｻﾝｹｲ新聞他
注① ﾊﾟｿｺﾝやｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・ｹﾞｰﾑ専用機器などから、
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを経由して、他のｺﾝﾋﾟｭｰﾀとｹﾞｰﾑを行
う、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｹﾞｰﾑの一形態。ｵﾝﾗｲﾝ上で複数の
人（他人も可能）が同時に参加・交流しなが
らｹﾞｰﾑを進めることができる。さまざまなﾄﾗ
ﾌﾞﾙや危険性も増えている。
注② ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで、複数の人
（他人も可能）と同時に文
字やｲﾗｽﾄを用いて会話でき
る仕組みのこと。ﾁｬｯﾄ（chat）
は、“おしゃべり”の意味。
☆ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑでﾁｬｯﾄが可能。赤の他
人と会話が出来ます。ご家庭・小学校でのｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄやｹﾞｰﾑ利用上の注意などの指導は、とても
重要です。犯罪に巻き込まれる例が多発してます

◇品川区立学校、夜間等電話委託導入へ
教職員の長時間勤務の常態化が社会問題とな
っている中、品川区立学校は、教職員の業務負
担軽減の取り組みの一環として、委託業者によ
る電話対応を 9/1（火）より開始します。
応答時間：教員の勤務時間外
例）午後 6 時～翌日 7 時 45 分
※各学校が具体的な時間を夜間等電話番号
とともに保護者に伝えます。
対応内容：委託業者が「氏名・連絡先番号・用
件等」を聞き取り、翌開校日以降に学校が対➚

➚応。 緊急時の対応方法など詳細は、学校ごと
に保護者へ説明があります。◎予算額 840 万円
☆教職員の働きやすい環境整備はと
➚ ても重要です。一方で勤務時間外は、
教職員が電話対応しないという、こ
の施策を保護者・地域の方々へ丁
寧に説明することが必要です。

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。
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

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
◇しながわ活力応援給付金 郵送申請スタート！

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

区民 1 人につき３万円（中学生以下 5 万円）。申
請書が区からご自宅に送付されています。国の特別
定額給付金（10 万円）と異なり、郵送申請のみで
す。申請書をよくお読みになって、「郵送で申請」
して下さい。◎予算額 135 億 5 千万円
国の給付金と同一の口座への振り
込み希望の方は、添付書類（身分証
明書・通帳のコピー）は不要です。
お問合せ⇒月～金（祝日除く）９～17 時
コールセンター 0570－02－5670

➚付けられた。大ﾃﾝﾄは、医療従事者の待機場

◇「船の科学館」駐車場に
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ患者受け入れ施設

所としての利用を想定。参考：8/1 朝日新聞

日本財団は 7/30、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ患者の受け入
れ施設を想定し、東京お台場（※「船の科学館
駐車場」品川区東八潮）に整備したﾌﾟﾚﾊﾌﾞの仮
設住宅 140 戸や大型ﾃﾝﾄなどを報道陣に公開。
軽症者や無症状の陽性者向け療養施設を運用
する東京都と使用開始時期について協議して
いるという。ﾜﾝﾙｰﾑの室内にはﾅｰｽｺｰﾙが備え➚

◇市役所内で無断撮影禁止
千葉地方裁判所判決

船の科学館駐車場

千葉県船橋市役所で規則に反して動画を撮影
し、職員を侮辱する発言を繰り返した市内の男
性に、千葉地裁が市の許可なく撮影することを
禁じる判決を言い渡した。市の代理人を務めた
弁護士によると、住民による過剰な動画撮影を
禁止した判決は初めてとみられ、「対応に苦慮
する自治体が断固たる施策を取る根拠になる」
と評価している。毎日新聞が動画投稿サイトを
調べたところ、この男性によるもの以外に少な
くとも７自治体の無断撮影動画がアップされ
るなど同様の問題が起きている。
判決は 6 月に言い渡され、男性が控訴せず確
定した。判決等によると、男性は「市職員の不
正を監視する」などとして職員
や来庁者を撮影し、動画投稿
サイト「ユーチューブ」に少
なくとも 65 本投稿するなど
していた。制止する職員には➚
クイズの答え:⑤警視。①主に交番に勤
務。②＝①の指導監督。③警察本部の
係長クラス。ドラマ『踊る大捜査線』
青島 俊作（織田裕二）。④警視庁・警
察本部の係長や各都道府県警察本部
の課長補佐。ドラマ『相棒』杉下 右京
（水谷豊）⑤警察本部の管理官や中小
規模の警察署の署長⑥大規模警察署の
署長⑦警察本部の部長。⑧全体で 40
名⑨警視庁のトップ。日本に 1 名！

➚「暇なやつらだ、仕事しろ」「ばかな職員」
などと暴言を吐いていた。
警察庁などが 2019 年、全国の自治体や行政
機関を対象に実施したｱﾝｹｰﾄによると、309 機
関・部門が過去 1 年間に不当要求を受けてい
た。このうち相手を暴力団や暴力団関係者と答
えた割合は 11.3％だったが、一般市民と答え
た割合は 67.3％に上った。参考:8/1 毎日新聞
☆品川区でもいわゆる「ｸﾚｰﾏｰ」への対応に苦慮
する場面があります。

◇板橋区 動画 1 作品に 10 万円
アーティスト制作支援
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の拡大で表現の場所を失
っているｱｰﾃｨｽﾄに対し、板橋区は動画 1 作品に
つき 10 万円の支援を実施。予算額は 1200 万
円。対象は板橋区・国際文化交流財団の「ｱｰﾃｨ
ｽﾄﾊﾞﾝｸいたばし」の芸術家。板橋区に在住、ま
たは活動拠点や活動経験のある人などが登録
できる（グループの中に 1 人でもいれば可）。
審査を経て製作する。
参考：8/4 朝日新聞

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前

◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
◎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
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆各 7:00-9:30 頃

