
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 582☆☆ 
  ◇小中学校の１学級の人数 
品川区立小中学校・義務教育学校の次の学 

年のうち 1学級の人数の上限を 35人にして
いる学年を選んで下さい。 

 
①小学校 1年生  
②小学校２年生 
③小学校３年生  
④小学校４年生 
⑤７年生（中１） 
⑥８年生（中 2） 

◎難易度☆☆☆☆ 
 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 
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品川区議会議員 
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 しがらみのない無所属 

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！ 
 

令和３年度予算案は、本会議（3/23）で可決し
ました。その予算審議の一部を 578号からご報
告しています。最終回は私の質問です。予算の
概略は、573～576号をご参照下さい。 
注  意味が変わらないように質疑を要約等し

ています。 

Ｑ：私の質問 Ａ：区側の答弁 ◎３年度予算額 
 

Ａ:①いじめの報告は把握していない。 
②いじめ条例は、就学前の方も公立幼稚園で
はないお子様もいるので、研究していきた
い。   ◎いじめ防止対策費 1,377 万円 
☆この条例の中で就学前教育を含めて、いじめ
を根絶するという姿勢を区として示して欲しい
と思います。また、実態調査も求めます。 

  
  

Ａ:病気休職は、令和 2年度は 32名。そのう
ち欠員補充できていないのは 3 名。産休・
育休は、小学校で 71名（欠員補充できてい
ないのは 3 名）、中学校は、11 名が取得中
（補充できている）。補充できていない所
は、学校内の体制（＝他の先生）で調整し
たり、副校長が担任を代わる学校もある。
特別支援教室の休職は、代替教員が来ない
ので現有教員で対応している。また、品川
区の固有教員の休職代替は、（東京都ではな
く）区独自で対応している。 

☆休職教員の補充ができないとその分の授業や
担任は他の教員や副校長が担当します。その
ため、負担が増大します。代替教員手配は、管
理職の仕事ですが、苦労 
されていると予想されます。 
区教育委員会も十分に補 
充作業（＝代わりの教員を 
探す）を支援するようことを 
求めます。 

 

◇保育園・幼稚園でのいじめ 
Ｑ:①滋賀県大津市の市立保育園で 
年長児（5 歳児）のいじめが訴訟 
になっている。品川区立幼稚園で 
いじめやそれに近い事例があったか。 
②他自治体の様々な地域で年長児にいじ
めが発生している。品川区いじめ防止対
策推進条例は、小中学校が対象。就学前
教育（保育園・幼稚園）まで拡大を。 

 
 
 

◇教員の休職 
Ｑ:休職している区立小中学校教員数は。 
また、代わりの先生の補充状況は。 

注 品川区立学校教員数 1,246 人 
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クイズの答え: ①小 1：35 人②小２：35 人
③小３：40人④小４：40人⑤７年（中 
１）：35 人 ⑥８年（中 2）40人 
☆国（文科省）の規定は、小 1だけが 
35人学級で他は 40人学級（⇒法律が 
改正され今年度から 5年かけて全学年で 
「35人学級」になる）。東京都は特別に 
小 2 と中 1 で 35 学級を実施しています。 
 

 
 
 

 
 
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)。 

 
 
 
 
 

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！ 

◇学校改築について 
Ｑ:①令和 2 年度の測量実施校 
が城南第二小学校（東品川） 
と鈴ヶ森小学校（南大井）。令和 3 年度
予算では、基本設計が城南第二小学校
だけで、通常の流れだと鈴ヶ森小学校
も基本設計の予定のはずだが。鈴ヶ森
小は、学区内の就学人口増加でクラス
数も増え、一方で老朽化も進んでいる。
今後の工事の流れは。②浜川中学校（東
大井）の埋蔵文化財発掘調査委託とは。 

Ａ:①就学人口は、特に品川地区、大井地区が
増えている。城南第二小学校の先の見通しが
厳しいということで、結果として優先させて
もらう形になった。鈴ヶ森小学校についても
引き続き内部でﾎﾞﾘｭｰﾑ検討等していきたい。 
②元土佐藩の下屋敷跡なので念のため（改築
のために）試掘調査費を計上した。 

☆鈴ヶ森小学校の改築は、これまでの流れ（測量
実施 1年⇒基本設計１年⇒実施設計１年⇒改
築工事着手）の通りに進めて、早急に改築を。 

 
 
 
 
 

↗立会川地区側には住宅が迫っているので
地域の方々のご意見を聞きながら場所を決
めなければいけない。船舶なども避けなけれ
ばいけない。②令和 2年度の防水板工事の際
に護岸に隣接する住民の方から護岸の劣化
が心配という話があった。今年度に詳細な点
検の予定。③令和 2年度に懇談会が出来なか
ったので、3 年度は、各主体が同じ方向を向
いて、今後も八潮のあるべき姿を共有しなが
ら、例えばｺﾐｭﾆﾃｨや安全性や魅力等のﾃｰﾏご
とにｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝをまとめたい。 

 
 

 
 

 

◇特別支援巡回相談 
Ｑ:公私立保育園、公私立幼稚園 
での特別な支援が必要なお子さ 
んへの心理士などの巡回相談は、3 年度も事 
業の縮小はないか。また、保護者、保育士、 
幼稚園教諭、小学校側の評価は。 

 
 
Ａ:同規模（＝同じ訪問回数）で行う予定。保育
園の運営面で子どもと保護者に寄り添った
対応ができ、非常に役立っている。就学相談
も含め、教育委員会との連携でも非常に良好
な関係が保てている。 

  ◎私立保育園特別支援巡回相談 326 万円 

   私立幼稚園特別支援巡回相談 172 万円 
 

 
 
 

 

◇勝島・立会川・八潮地区について 
Ｑ:①勝島・立会川地区まちづくり検討だ 
が、人道橋の設置場所は？すぐそばの新 
浜川公園、区民公園との連続性を含めた 
周辺整備は。 ◎検討経費 1,243 万円 

 ②立会川護岸点検はどのような事業か。   
◎護岸点検 1,280 万円 

 ③令和 3 年度、八潮のまちづくり検討の
ガイドライン作成のポイントは。 

 
Ａ:①回遊性の観点から八の字に回遊できるよ
うに勝島運河中央辺りに設置が妥当か。↗ 

  
  
 

 

 
◇35人学級、5年かけて小学校全学年に 

1学級の上限を 40人から 35人に引き下げる法 
改正により、令和 3 年度から 5 年かけて全学年で
「35人以下学級」になる（小 1は 2011年度に導
入済）。きめ細やかな指導ができることに加え、新
型コロナウィルスの「３密」回避の狙いもある。 
 品川区では、小 1は国の基準で 35人学級、小 2 
と 9年（中 1）は東京都の特別措置で 35人学級を 
実施しているので、令和 4年度から小 3が 35人学 
級となる。財務省は中学校への 35人学級導入に関 
しては慎重な姿勢である。  参考：5/1毎日新聞 

ちょっとした話ながわ 

◇品川区シルバー人材ｾﾝﾀｰ 
Ｑ:運営を区が支援しているｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ。会
員の方から仕事がなくなったという声をい
ただく。令和 2 年度上半期（4～9 月）の契
約金額は、目標の 43％という低い現状だが。 

◎ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ支援事業 1 億 6,375 万円 

 
 
 
 

Ａ: 昨年 4，5月は（ｺﾛﾅの影響で） 
ほとんど仕事がなくなってしまっ 
た。12月までだが 11.2％減まで 
持ち直した。今後は、新たな事業 
開拓、派遣業務拡大を図りたい。 

 
 

 
 
 

 


