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◇小学生の学校生活の悩み
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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

学研教育総合研究所が公開している「小学
生の日常生活・学習に関する調査」(2019 年)
の結果。直近 1 年間の学校生活の中で、困っ
たこと・悩んでいることを複数回答で尋ねま
した。多い順に並び変えてください。
a トイレ
b 恋愛
c 友達
d 宿題
e 忘れ物
◎難易度☆☆☆☆
詳細は区議会ＨＰで

◎建設委員会
◇大井坂下公園（南大井６丁目）
改修工事
➡子どもたちのｱｲﾃﾞｨｱを活かし、
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝに配慮した改修工事。
工事：令和３年 7/15～４年 3/15
予算：２億 6,070 万円
☆車いすでも楽しめる砂場。車いすで
も頂上まで登れるスロープ。背もた
れ付きブランコなどの遊具を設置。
園路もバリアフリー基準適合。

◎文教委員会
◇学校改築の進行状況
➡『しんじ新聞 586 号』に掲載
◇令和 4 年度新入学者受け入れ枠
➡令和 4 年度
【1 年生】１クラス 35 人
（※１～３年生が 35 人学級に）
【7 年生（中 1）】１クラス 35 人
各学校の受け入れ人数は、HP で。
◇区立児童相談所開設に向けた状況
➡令和６年度中の開設に向けて。
建設工事は３年３月ｽﾀｰﾄ
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☆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。

◎厚生委員会（私が所属）
◇手話言語条例（議案）
➡「本条例の制定で手話が言語であると
いう認識のもと、手話による意思疎通が
図りやすい環境の整備を推進し、手話を
必要とする方が安心して暮らすことが
できる地域社会の実現を目指す」
（制定理由より）
◇新型コロナウイルス感染症に関す
る保健所・保健センターの対応
➡保健所、保健ｾﾝﾀｰの対応を報告。受診
相談数、区内患者数、まん延防止など。
◇ワクチン接種状況について
☆最新の情報は品川区 HP
をご覧ください。

◎総務委員会
◇工事請負契約
➡区が行う各工事の概要の報告。
◇7/4 東京都議会議員選挙結果報告
➡投票率などについて説明がありまし
た。10 歳代 42.9％、20 歳代 27.1％。
☆投票率などの詳細は、改めて
『しんじ新聞』でご報告します。

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

ワクチン接種スケジュール 区㏋

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)。

６/23 に、補正予算が区から議会に提
出され、7/14 に可決しました。その
一部をご報告します。

◇令和３年度一般会計補正予算◇（一部）
（１）新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種ｺｰﾙｾﾝﾀｰ増設
コールセンターの回線の規模に
ついて、5 月の 75 歳以上の高
齢者予約の混雑状況から回線の
増強の必要性を判断した。
増設にかかる予算の増額。
・6/14－8/14
75 回線増設⇒100 回線
・8/15－10/15 35 回線増設⇒50 回線
◎予算額 3 億 5,937 万円
（２）自殺対策事業
①自殺未遂者等支援事業
自殺未遂者、またはその家族に特化した
相談窓口を設置し、支援につなげる。
②自殺企図者支援事業
（インターネットゲートキーパー事業）
対象者：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで自殺に関する関連す
る文言を検索した者（自殺企図者）
事業：ﾊﾞﾅｰの検索機能を活用してﾒｰﾙで
の相談に誘導し、現実の相談につな
ぐことで、自殺を未然に防ぐ。
※NPO に事業を委託する
◎予算額 486 万円
クイズの答え：e 忘れ物 31.3% ⇒ d
宿題 28.0％⇒c 友達 18.9%⇒a トイ
レ 5.8%⇒b 恋愛 1.3% 忘れ物は、
15 ある回答のトップで 2 位は宿題、
３位は友達。小学生も友達関係に悩ん
でいます。なお、女子は１位宿題 25.7
％、忘れ物 25.0％、3 位友達。男子は
1 位忘れ物 37.7％、2 位宿題 30.3％

対象
予約開始日（ 区予 対象
ﾜｸﾁﾝ
（年齢） 約ｼｽﾃﾑ利用時）
者数
供給率
60～64
7/2（金）
注
約 28 約 23％
万人 （ 優 先 順
50～59
7/14（水）
位に応じ
40～49
7/20（火）
て順次入
30～39
7/26（月）
荷します）
13～29
7/30（金）
12
7/30 以降
注：ここに基礎疾患を有する方、高齢者・
障害者施設の従事者も含まれます。
現在、国が供給するワクチン数
が減少しており、今後の供給時期も
未確定となっていて、個別接種会場の新規
予約受付ができない医療機関が増えていま
す。また、区が設置する集団接種会場も予約
を一時停止する可能性があります。
（品川区 HP 7/14 より）
（３）手話理解促進
広報発行、動画制作
◎予算額 396 万円
※区は、『品川区手話言
語条例』を今議会に
提出しました（可決）。
キーワード

補正予算
当初予算（本予算といい
ます）の成立（3 月）後に発生した様々な理
由から、本予算の内容を変更（増額、減額等）
するために組まれた予算のこと。
令和３年度２回目の編成です。国、都、他
の自治体も編成します。
実行する（＝執行するといいます）には、
議案として区議会に提案して、区議会の審議
を経て、可決が必要です。
今回の補正予算額＝７億 6,695 万円増額

・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

