
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 

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 事 橋しんじ 務所 

 

☆☆ 品川区イズ 576☆☆ 
◇品川区内の都立高校… 

 区内の都立高校は、大崎高校（豊町）、小
山台高校（小山）、八潮高校（東品川）です。 
 2/21 に入試がありました。国語の問題で
す。 のカタカナ部分を漢字にして下さい。 
①私の住む町は起伏にトんだ道が多い。 
②山頂のさわやかな空気を胸いっぱいにスう 
③ｺﾝｻｰﾄ会場でﾋﾟｱﾉのドクソウを聴く 
④ﾊﾞｽのシャソウから見える景色が流れていく 

⑤毎日欠かさず掃除をし、 
部屋をセイケツに保つ 

◎難易度☆ ▽合格発表は 3/2 
 

 

573 号から３年度予算案の概要をご説明してい
ます。予算案は、2/19からの区議会で審議中で
す。歳出総額は、約 1,824 億円です。◎予算額   
第４回の今号は、【歳出】のうち教育費です。 
 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

2021 年 2 月 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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高橋しんじプロフィール  

 
 

 しがらみのない無所属 

◎226 億 1,795 万円 
（歳出の 12.4％）  

☆幼稚園・小中学校教育、図書館運営等 

【学校環境整備事業】学習環境整備は重要です！ 
             ◎62 億 4,169 万円 
◇屋内運動場（体育館）空調設備設置－御殿山小、
伊藤学園、品川学園他 2校。区立学校整備完了。 

◇校舎等整備  
・コンクリートブロック塀改修 

大井第一小他 3校 
・便所改修（洋式化等）-山中小、 

大井第一小、第二延山小他 2校      
・プール整備－八潮学園、日野学園 
・外壁改修・屋上防水（立会小、京陽小他２校） 

・土砂災害特別警戒区域解消対策（立会小他 1校） 

・校庭照明 LED化（東海中） 
◇普通教室増設－東海中他３校 
【給食運営費】 ◎15 億 3,402 万円 

     【品川コミュニティスクール】 全校実施 
地域未来塾等 ◎4,383 万円 

     ◇区固有教員給与費 2 憶 4,221 万円 
  

【学校・幼稚園改築】 安心安全な教育環境 
整備 改築工事等 ◎35億 6,095万円 

・鮫浜小学校（東大井 

２丁目）校舎棟竣工 
2021年７月 

・浜川小・浜川幼稚園 
（南大井 4丁目） 

 竣工： 

園舎 2021年 8月 
校舎棟 2024年 3月 

・第四日野小（西五反田 4丁目）工事 2021～ 

・浜川中（東大井３丁目）2022年～工事予定 

・城南第二小（東品川３） 
2021年～ 改築に向けた設計 

・源氏前小（中延１）改築工事に備え敷地測量 

☆東品川、南品川、勝島、南大井、東大井地区
等はﾏﾝｼｮﾝ建設等により、今後も人口増加。
後手にならないようしっかりと対応を！  
※鈴ヶ森小（南大井４）は改築 

工事に備えた敷地測量は 
2020年に終了。学区内 
人口の増加、校舎の老朽 
化により早急な設計・工 
事着工を要望します。 

 

鮫浜小完成
予想図 

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！ 
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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)。 

 
 
 
 
 

クイズの答え：①富んだ ②吸う ③独奏 ④
車窓 ⑤清潔。読みがなの問題は、①星が輝く 
②友人を介して③傾斜が急な④写真に撮る 
⑤真夏の乾いたアスファルト。これらは都立高
校の共通問題。日比谷高校、青山高校、戸山高
校、西高校、新宿高校等 11 校は学校ごとの問
題（英国数。自校作成問題といいます）です。 

 

◇学校 ICT活用経費     
 ◎19 億 583 万円 

GIGAスクール構想により、 
1 人 1 台ﾀﾌﾞﾚｯﾄ配布（令和 
3 年 2 月）。端末を最大限に活用。 

・ICT支援員の配置：全学校 年間 51回 
               ◎7,735万円 
・ICT活用支援事業－先進事例の紹介等 
・ICT活用推進研修－ICT推進教員向け研修、

推進重点校指定等。      ◎50 万円 
・ICT推進委員会設置 
◇学力向上ﾌﾟﾗﾝ推進事業（勉強 
合宿等）浜川中、富士見台中、 
荏原一中、義務教育学校 6校 

（対象：8年生＝中２） 
◎534 万円 

◇プログラミング学習の推進     ◎222万円 
◇人工知能型（AI）型教材を用いた学習支援 
                ◎310万円 
◇体力向上推進事業 
・運動支援員（専門的技能を有するテクニカル
アドバイザー）を全校配置  ◎5,568 万円 

◇品川英語力向上推進ﾌﾟﾗﾝ 
・品川区ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成塾－全校実 
施。区立中・義務教育学校（後 
期課程）第 7～９学年の希望者 
へ放課後に外国人講師による、 
1 ｸﾗｽ 10人程度の少人数指導。 

◎3,266 万円 
・オンライン英会話－全校で 8年生が実施。PC
を使って海外の外国人講師とﾏﾝﾂｰﾏﾝﾚｯｽﾝ。 

 
 

◇区立図書館経費 ◎13 億 2,265 万円 
11館運営・維持管理 

・全館に書籍除菌機設置  

感染症拡大防止◎615 万円 
・品川図書館運営費  ◎4 億 7,995 万円 

 【資料充実費（購入）】 
図書 17,700冊 視聴覚資料 1,425点      

・電子図書館導入   ◎503 万円 
 ｽﾏﾎや自宅ﾊﾟｿｺﾝで貸出・返却可能 
・音楽データベース導入◎79 万円 
  ｽﾏﾎや自宅ﾊﾟｿｺﾝからｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ 

可能  （約 CD13万枚分） 

◇マイスクール運営費（八潮、五反田、浜川） 
  品川区立学校に在籍し、主に心理的要因
で不登校の児童、生徒が通う教室（＝適応
指導教室）  
☆不登校は、増加傾向です。支援の多様化
が求められています。    ◎7,215 万円 

【特別支援教育】 
◇特別支援学級新規開設－大崎中（西品川 3

丁目）。自閉症・情緒障害等の生徒対象。
2022年度開設       ◎1,717 万円 

  注 平成 30年度浜川中学校に開設済 
◇医療的ケア児受入経費    ◎1,156万円 
   保護者の負担軽減のため看護師派遣 
   

お詫び：3、４月は議会開会などで、区
政報告の配布は時間を変更したり、お休
みすることがあります。ご了承下さい。 

月・水 ＪＲ大井町駅前    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 

◎『区政報告』をお配りしています。 
◎ 議会等の事情で変更する場合があります。 
◎ 見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

朝、駅前にいます！ 

◇オリ・パラから学校教育へ 
 東京 2020大会の開催にあたり、 
競技観戦を含めた様々な取り組 
みを通じて子どもたちの興味・ 
関心を高める。   ◎4,078 万円 

・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ競技体験教室（８年生・教職員） 

・競技観戦補助（全学年）－移動手段確保 

看護師・引率補助者の配置 
熱中症等への対応用品購入補助  

・記念誌作成 

ちょっとした話ながわ 


