☆☆品川区イズ 591☆☆
◇2021 年度 全国学力調査（文科省実施）

No.

591

2021 年

９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

５月、小６・中３対象に実施されました。
全国の公立小学校における算数の平均正答率
は 70.2％（東京都は 74％）でした。問１は、
小学校 6 年生の算数の問題です。
問１ 図の直角三角形の面積は何㎠ですか。
式と答えを書きましょう。
問２ この問題の正答率を選んで下さい。
①約 33％ ②約 44％
③約 55％ ④約 66％
⑤約 77％ ⑥約 88％
◎難易度 ☆☆☆

◎厚生委員会（私が所属）

◎建設委員会

◇新型コロナウイルス感染症に関
◇広町地区に関する建築計画
する保健所・保健センターの対応
➡説明会の開催結果等の報告。
➡保健所、保健ｾﾝﾀｰの対応を報告。受診
商業施設、
相談数、区内患者数、まん延防止など。
宿泊施設、
☆保健所では毎日 150～200 人の陽
品川区区庁舎
品川区役所（現在）
性者の報告があり、電話で状況を聞き取
などの建設が
る等の業務で多忙を極めています。
計画されてい
◇ワクチン接種状況について
ます。
➡国からのワクチン供給が滞っている
(現：ｽﾎﾟﾙ大
ため、予約を一時的に制限している。
井町-8/31
☆予約再開日時、接種率など、
JR・東急大井町駅
閉園、他） 計画地
最新情報は品川区 HP をご
覧下さい。

◎文教委員会

◇令和２年度品川区立学校に
おける体罰等の実態把握
➡区立学校に対して行った調査の報告
【報告数 48 件】
・体罰
０人
・不適切な指導 ４人
・暴言等
２人
・指導の範囲内 ２人
・適切な指導
1人
・非該当
26 人
☆各校で体罰防止の取り組み
を強化しています。

◎区民委員会
◇ワクチンパスポート（ワクチン
接種証明書）発行について
➡海外渡航予定者に発行。
8/11 現在 1,186 件発行。
手続等、詳細は区 HP を
ご覧下さい。

高橋しんじプロフィール
2019 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！

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。
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
◇京急北品川駅のポスターが話題

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)。

「注意 多額の現金をお持ちで、
息子や孫と待ち合わせのお客様‼
伝言がございますので、駅事務室
へお越しいただき、駅係員にお声
掛け下さい！」
こんなﾒｯｾｰｼﾞ（赤字）のﾎﾟｽﾀｰが
６月張り出されて話題となった。
これは、駅がｵﾚｵﾚ詐欺の水際対策
として作成した。北品川駅は数年
前から「受け子」による詐欺の現金受け渡し現場
に使われることがあった。参考 8/11 朝日新聞他

品川区は、一般会計補正予算案を８月 25 日に
専決処分しました。
【一般会計補正予算案の内容】５億 4,225 万円
１．新型コロナウイルス感染症医療提供体制確保
（１）自宅療養者等に対する訪問診療
〇訪問診療委託－品川医師会、荏原医師会
◎予算額 2,160 万円
〇パルスオキシメーター（※）・防護服購入
◎760 万円
※検知器を指先や耳たぶなどに装着し、脈
拍数と経皮的動脈血酸
素飽和度 をモニターす
るための医療機器。全身
に酸素が届いているかを
調べる装置。
（２）緊急対応用の病床確保
〇病床確保補助－東京品川病院１床
８月～12 月
◎852 万円
２．新型コロナウイルス接種体制の確保
（１）休日、時間外対応のワクチン接種費用の
上乗せ（医師等への報酬）◎5 億 453 万円
〇休日対応 2,433 円加算⇒4,620 円/１回
〇時間外対応 803 円加算⇒3,883 円/1 回
〈歳入〉
国から
5 億 453 万円
区の財政負担
3,772 万円

専決処分（せんけ
つしょぶん）って、な
んですか？

本来の議会で議決する流れは…。
区長
条例案・予算案等
区議会
可決

本来は、区議会が
議決しないと区
長は執行（実行）
できません！

成立⇒区長：執行
☆本来は議会が議決しなければならな
い事柄を時間的に議会の招集を待て
ない緊急な場合などに、行政運営の
遅れ等を防ぐため、例外的に首長（２
３区では区長）が議会の議決・決定
の前に自ら処理すること。
※品川区議会は 9/16 開会、10/20
閉会です。区長は緊急なコロナ
対応のために 8/25 に専決処分
しました。
次の定例会（議会）で議会への報
告と、議会の承認が必要です。
議会の存在意義を考え、本来であ
れば専決処分は望ましいものではあ
りませんが、今回のような緊急時は、
やむを得ないと考えます。

クイズの答え:問１ 式：３×４÷２
答え：６㎠ 問２ ③55.4％ 直角三
角形の面積を求める問題。無回答が
月・水 ＪＲ大井町駅前
1.5％いました。
「算数（小６）
・数学（中
火 京急青物横丁駅前
３）は、記述式問題の正答率が低く、
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
無回答率が高い傾向が見られた。また、
◎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
ﾃﾞｰﾀから必要な情報を読み取り、それ
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
☆各 7:00-9:30 頃
に基づいて判断する力に課題がみられ
た。参考：9/1 朝日新聞、文科省 HP

朝、駅前にいます！

