☆☆ 品川区イズ 568☆☆
◇品川区役所の位置（住所）

No.

568

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

役所の位置は、その自治体の条例で定める
決まりです（地方自治法第 7 条）。現在の品川
区役所は広町 2－1－36 にあります。品川区
の条例で定めました（＝位置条例。昭和 43 年
４月改正）。位置条例は、議会で可決され成立
します。条件は次のどれが正しいでしょうか。
①出席議員の過半数（1/2 以上）の賛成
②出席議員の 2/3 以上の賛成
③出席議員の 3/4 以上の賛成
④出席議員の 4/5 以上の賛成
◎難易度☆☆☆
◇主権者教育＝社会で起きて
いる出来事について自ら考え
主体的に行動できる人間を育成するための教
育。また、若者が有権者として政治に参加す
るための政治的教養（「知り・考え・意見を持
ち・論じ・決める」こと）を育成すること。
◇特別支援保育の巡回相談＝専門嘱託医・臨
床発達心理士・学校心理士（5 歳児の支援）が
公私立保育園・幼稚園等を巡回し、保育士な
どに特別に配慮が必要な児童への対応等の指
導や相談を行う。

キーワード

11/26 に第 4 回定例会本会議で一般質問を
しました。スペースの関係で一部のご報告
です。少し専門的でわかりにくいところも
ありますがご了承下さい。Ｑ:私の質問
Ａ:区側答弁 ☆私のコメント
◎予算額

◇教育・福祉について

①品川区立学校の採用６年目
までの教員の人数。新任教
員のよい点、課題は。
②区立学校で区議会が主権者
教育を手伝うことの課題は。
③幼稚園・保育園から小中学校への一貫
した特別支援教育充実のために、保育
課が管理し、幼稚園や保育園保管の発
達障害のある子どもたちの専門的な支
援情報（医師・心理士等が巡回相談し、
作成）を保育課と教育委員会で共有（し
て小中学校で活用）すべき。
Ａ: ①小学校・義務教育学校前期課程 299
人、中学校・義務教育学校後期課程 120
人。１校当たり７人程度。教職への使
命感にあふれ、何事にも積極的に取り
組む姿勢の一方、うまく授業ができな
い、保護者対応等の悩みを１人で抱え
ることがある。②特に課題はないが↗

↗学校における主権者教育と併せて、区議会
の本議場での社会科見学を継続したい。③特
に注意を要する個人情報で、複数所管
の共有は困難である。就学時に作成す
る要録に要点を記録し、小学校へ提出
している。共有情報の活用方法等を精
査し、教育委員会とさらに連携を取る。
☆①都教委によると、採用後 10 年以内の若手
教員は、全教員の 4 割以上。成長できるように
教育委員会や学校現場による支援体制の整
備を要望します。③幼稚園・保育園と小学校の
特別支援教育の連続性に課題があります。特
に保育園・幼稚園での巡回相談の情報を小学
校が共有することは、一貫した、きめ細やかで
充実した指導が可能になります。保護者の
方々のご理解を得て、進めることを求めます。

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！

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
Ｚ 403 票（１位）の
平成３１年 4 月 6,205．

ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

しがらみのない無所属

ちょっとした話ながわ
は
◇ふるさと納税で航空機の操縦体験

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)。
◇区政運営について

～品川区、返礼品に追加～
品川区によるとｼﾐｭﾚｰﾀｰは区内企業のｽｶｲｱｰﾄｼﾞｬﾊﾟ
ﾝが所有。実際にﾊﾟｲﾛｯﾄが操縦訓練で使い、ｺｯｸﾋﾟｯﾄ
等は忠実に再現されている。操縦を体験できる航空
機は「ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 737Max」等 2 機種。
希望者は飛行経験豊富なﾊﾟｲﾛｯﾄが同
席。天候、時間等を選択し、30 分間
のﾌﾗｲﾄを体験する。ﾊﾟｲﾛｯﾄの制服も
無料で借りることができる。必要な
寄付額は 5 万円。詳細は区 HP をど
うぞ。（参考:12/2 東京新聞）区 HP⇒

◇スポーツ施策について

①予算の編成状況を HP で
公表しているが、より区民
にわかりやすい方法として、
要求額と予算額だけでなく、
（編成途中の）増減の理由や
企画査定や区長査定の項目も加えては。
②指定管理者に問題が生じた場合などに区と
しての対応を現在改定中の基本方針に盛り
込むべきである。
③ＲＰＡ（ﾛﾎﾞﾃｨｯｸ･ﾌﾟﾛｾｽ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ）
導入で令和元年度の削減時間とそ
の時間は、どう活かされたか。次
年度以降の導入業務拡大の予定は。

①品川区スポーツ推進委員会
の地域での役割は。
②品川区スポーツ推進委員会
と区内４つの地域スポーツ
クラブとの連携の状況は。
Ａ：①実技指導やｽﾎﾟｰﾂを通じ
たまちづくりを地域の方々
と行い、地域共生社会の実現に向けた
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ。②推進委員は、地域ｽﾎﾟｰﾂ
ｸﾗﾌﾞの各地区のｽﾎﾟｰﾂ教室やｲﾍﾞﾝﾄ実
施等の活動を支援している。また、担
当地区で区と地域との調整役をして
いる。◎ｽﾎﾟｰﾂ推進委員経費 976 万円
スポーツ推進委員＝区はｽﾎﾟｰﾂ基本法の規
定に基づき、品川区ｽﾎﾟｰﾂ推進委員を選
定している。令和２年４月現在で 37 人
が活動している。
地域スポーツクラブ=学校施設でｽﾎﾟｰﾂを
している人たちでつくられた、生涯ｽﾎﾟｰ
ﾂをすすめるための組織。４地区に設置。

注
Ａ:①項目の追加は実施する考えはない
が、今後も研究を重ねる。②現在進め
ている見直し作業の中で検討する。③
年換算で約 350 時間の削減効果。他部
署との連携強化や課題検討等、職員に
しかできない業務に活用した。今年度
4 業務に導入予定。
◎予算額 先端技術（AI・RPA）活用
◇立会川・勝島地区の
推進費 7,461 万円
まちづくりについて
☆①令和元年度に予算編成の見える化
立会川エリアと勝島エリアの方々
が実現しましたが、さらなる透明化を！
の期待が大きい（勝島運河への）人道
注 RPA＝ｿﾌﾄｳｴｧﾛﾎﾞｯﾄによる業
橋整備の実現可能性と運河を所管す
務自動化。人が行っていた
る東京都港湾局との協議内容は。
ﾃﾞｰﾀ処理等の事務をﾛﾎﾞｯﾄ
Ａ: 既存の防潮堤との接続等、構造的な課
に代行させ、自動化・効率
題を東京都港湾局等の関係機関と協議
化を目指す。
中。早期の事業着手をめざし取組を進め
クイズの答え:②出席議員の 2/3 以上
る。☆令和 5 年度以降の事業化予定。
の賛成。区役所の位置条例の改正は、
特別多数議決が必要で、2/3 以上の賛
☆今回の私の各質問・提案に対して、区の前向きな
成が必要です。議会では、予算や条例
等の議案は、出席議員の過半数による決
答弁（例：「前向きに検討する」等）は、少なかったので
定が原則。しかし、住民への影響が特に
すが、今後も粘り強く建設的な提案をして参ります！
大きい重要案件の決定は、より慎重な
月・水 ＪＲ大井町駅前
判断が求められるので、地方自治法等に
火 京急青物横丁駅前
規定された要件での出席議員の同意が
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
必要です。これを特別多数議決といいま
◎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
す。区長の不信任議決、議員の除名等は、
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆各 7:00-9:30 頃
出席議員の 3/4 以上の賛成が必要です。

朝、駅前にいます！

