☆☆ 品川区イズ 566☆☆
◇『品川区議会だより』283 号

No.

566

2020 年

12 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

562 号から決算特別委員会（令和元年度歳
入・歳出）の審議をご報告しています。今号
は、私の質問（一部）をご報告します。
Ｑ：私の質問
Ａ：区の答弁
◎令和元年度決算額 ☆私のコメント
・歳出 区民１人当たり 約 45 万円
1,790 億 4,434 万 5,003 円

《教育について》
①ある自治体の小学校で若手の先生（担任）が学
級通信を発行しようとしたら、別の担任のﾍﾞﾃﾗﾝ
教員が「学年だよりがある。学年の足並みが乱れ
るからやめてくれ」と言われた。また、ICT を活用
した授業をしようとしたら、同様の反応だった。若
手教員のやる気をそぐ雰囲気である。若手教員
楽器に
にどのようなｱﾄﾞﾊﾞｲｽをするか。また、
品川区では、このようなことはないか。
A:①同じ学年、ﾁｰﾑの中で思いや
りを持って取り組んでいく姿勢
が必要と考える。☆品川区では、
こういった事例がおこらないことを求めます。
②現在、多くの学校で改築工事中である。教
職員、児童生徒等に事故はおきていないか。
A:②現場での事故は無いものと記憶
している。☆今後も工事が続きます。
安全対策を万全に！

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。

品川区議会では、定例会
ごとに『区議会だより』を
発行しています（年 4 回）。
表紙は、区内の風景などの
写真となっています。さて、
最新 283 号の写真の撮影者
は、次のどれでしょうか。
①品川区議会議員
②品川区職員
③一般品川区民
④他区の住民 ◎難易度☆☆

③ある区内小学校の学校だよりの１ページ目。
校長先生のお話は、すべての漢字に振り仮名
があった。保護者（特に外国籍の方）・児童も読
みやすいとのこと。他の学校でもこの
ような取り組みを。
A:③とても優しい対応と考える。
好事例として紹介していきたい。
④ﾀﾌﾞﾚｯﾄが全児童生徒 1 人１台貸与される
予定である。その場合、教員をフォローする民
間の ICT 支援員は、どのくらいの頻度で巡回
するか。また、機器の取り扱いだけでなく、熊
本市のように授業の教材つくりや授業方法も
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽできる人材を求める。
A：④現在、ICT 推進校 10 校
は全員にﾀﾌﾞﾚｯﾄを配布。そ
こは月 1 回。その他の学校
は 1 学期に 1 回。1 人 1 台になったら、今
まで以上の巡回をしたい。仮に 1 校に毎週
１回巡回したら、年間 8,000 万円かかると
見込む。今も一緒に教材研究などしている
ので今後もその体制を取りたい。☆支援員
の ICT ｽｷﾙのﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟと巡回数充実を！

高橋しんじプロフィール
平成３１年 4 月 6,205． 403
Ｚ 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

ズ
◇住所変更 自治体で一括
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)。
⑤ｺﾛﾅで休業の再開後、授業の
速度が早く、また、1 日 7 時間授
業の学校もある。地域未来塾でど
のようにｶﾊﾞｰしているか。

➚企業への支援を求め
る。また、今年のﾓﾝｺﾞ
ﾙ高専卒業生の区内
企業の採用状況は。

A：⑤放課後補充学習として指導員のｻﾎﾟｰﾄで
進めている。9 月からは AI 型教材を活用し
たﾀﾌﾞﾚｯﾄを導入している。効果的に進める。
品川地域未来塾＝放課後
や夏休みなどに区立学校
全校で実施している学習教室。補習、定期
考査対策、英検合格講座等、地域の方や大
学生が講師となり、指導している。
◎品川地域未来塾講師謝礼 953 万円
キーワード

◇卒業生（左、右）
A:覚悟をもって日本に
品川区 HP より
やってきている。順
調に仕事をしている状況。専門の委託業者
が会社を支援・指導している。今年は、外
国人を受け入れる企業対象に支援の仕方
等をｵﾝﾗｲﾝでｾﾐﾅｰをしている。既に 5 社 6
名が内定し、来年 1 月に来日予定。

《品川区役所庁舎について》
①第２庁舎（注：一番奥の建物）は、
平成 6 年竣工。建設費はどのくらい
で、財源をどう調達したか。②新庁舎
建設では、財源をどう調達するのか。
起債（＝借金）や補助金は。

《区の人口》
区の人口が久しぶりに 9 月にﾏ
ｲﾅｽになった。どのような状況か。
A:9 月にﾏｲﾅｽ 170 人。この傾向は 23 区同様
である。ｺﾛﾅの影響もあると思う。推移を
見ながら適正な人口管理をしていく。
☆前年同月比では増加ですが、10 月は 351
人、11 月 357 人それぞれ前月から減少して
います。外国人の減少が大きくなっています。

《ﾓﾝｺﾞﾙ高等専門学校卒業生》

～来年度にも 銀行など届出不要～
河野行政・規制改革相は、11/16、引っ越しの
際に自治体へ届け出る住所情報を活用し、銀行な
どの金融機関への住所変更の手続きを不要とする
仕組みを 2021 年度中にも創設する考えを示し
た。政府は、引っ越しに加え、結婚や離婚で名
字を変更される際にも、本人の同意があれば自治
体への届出のみで銀行などへの手続きを済ませら
れるようにする考えだ。いずれもﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞを活
用した仕組み。
参考：11/17 読売新聞

A:①建設期間は 3 年。おおむね 70 億円。起
債分（＝借金）は約 14 億円。②起債、基
金（＝区の貯金）、一般財源（＝税収など
区の収入）を使う。配分などもこれから検
討する。活用できるものを活用しながら、
予算を獲得していきたい。
☆新庁舎建設には多大な費用が必要です。庁
舎機能も含め十分な検討を求めます。

日本の高専をﾓﾃﾞﾙとしたﾓﾝｺﾞﾙ初の高専
卒業生が区内企業に 3 名就業している。
《その他の質問》
どんな状況か。企業内でのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや
◇障害児者総合支援施設について
生活面を含めた受け入れ体制に関して➚
◇14 億円の区の会計事故について
クイズの答え: ③一般品川区民。区議会
◇立会川・勝島のまちづくりについて
では、区議会だよりの表紙に掲載する
◇立会川の防水板設置工事について、他
写真を募集しています。区内在住・在
勤・在学の方で、品川区内で撮影し
た写真が条件。詳しい応募規定は、区議
月・水 ＪＲ大井町駅前
区 HP より
会 HP で。277 号から 283 号まで６作
火 京急青物横丁駅前
品を掲載。最新号の 283 号は、戸越銀 ◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
座商店街です。ぜひ、ご応募を！
◎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
◎予算額『区議会だより』3016 万円
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆各 7:00-9:30 頃
※区内全戸（235,000 部）配布

朝、駅前にいます！

