
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高 事 務所 橋しんじ 

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。 
 

 

☆☆ 品川区イズ 601☆☆ 
◇世相を表す漢字１文字は？ 

 12/13 に今年の世相を表す漢字が発表され
ました。2017 年から 5 年分の漢字を選んで
下さい。 
 
①2017年 ②2018年 
③2019年 ④2020年 
⑤2021年 
a. 北 b. 令 c. 金 
d. 密 e. 災 
  
 ◎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 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

 
 

 

No.601 

 
 

2021 年 12 月 

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！ 
 

A：①全区立学校で設定して、100％。達成
状況は、区の学力定着度調査で状況は良
い。②CEFR のＡ１ﾚﾍﾞﾙ相当は、英検３
級相当に該当する。英検３級以上取得の
中 3生は、国の目標が 50％以上。令和 2
年度の品川区の９年生（中 3）は、83.6％
である。③令和 2年度の 
都の調査で区では 59名 
在籍の英語教員のうち、 
B2 ﾚﾍﾞﾙ以上は 39名で 
66%である。 

 
 

 

Q：《英語教育について》 
①文科省は、CAN－DO リスト形式で英語学
習の到達目標を設定せよ、という。全国の

中学校では、目標設定は 92.3％だが達成
状況の把握が 49.9％。品川区は。 

②品川区立中学生の英語の達成度、いわゆ
る CEFR（※英語運用能力をはかる国際的
な指標）では、どのくらいのﾚﾍﾞﾙか。 

③英語の担当教師で CEFRの B2 ﾚﾍﾞﾙ（英検
準 1 級以上）を取得している割合は、全国

で 38.1％。品川区の中学校では何％か。 
 

 

 しがらみのない無所属 

決算特別委員会（令和２年度歳入・歳出）
の審議特集の最終回の今号は、 
歳出：教育費の一部をご報告します。 

Ｑ：他議員の質問   Ａ：区の答弁  
◎令和２年度決算額   ☆私のコメント  
・歳出 区民１人当たり 約５９万円 
 
 

 

小中学校・図書館等 
⇒249.1億円 
 歳出の 10.5％ 

A：箸の指導は市民科の内容に入っている。
普段の授業だけでなく、給食時にその 
都度指導して、定着に努めている。 

 
 

Q：《お箸（はし）の持ち方指導》 
伝統的な箸の持ち方ができる大人も減 

り、家庭での指導が困難になっていると 
いう文献がある。給食の時間を活用し 
て食育を通した箸の持ち方指導を。 
 

高橋しんじプロフィール 
Ｚ 

Q：《欠席・遅刻連絡のオンライン化》 
学校への連絡を今年１年間実施した感想は。 
 

A：配備した ipad、ご家庭のﾊﾟｿｺﾝやｽﾏﾎ 
などから学校へ欠席連絡ができる。 
11月にはすべての学校でｵﾝﾗｲﾝによる 
欠席連絡ができるようになる。学校の 
対応、お勤め中の保護者のﾒﾘｯﾄを感じ 
ている。☆他の事例でもオンライン活用を！ 
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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！ 

 

 
 

 
 

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)。 
 
 
 
 
 

A:①旗振り業務は、区内 58ヶ所で実施。登
録人数 150人。この業務だけの平均年齢は
不明。ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ全体では 76 歳なの
で、その前後が平均か。朝と午後、各２時
間程度。時給は３年度 1,150円。熱中症対
策は必要。休憩をとれるように検討した
い。②旗とタスキを支給している。老朽化
しているならば、大至急新しいものに取り
換え、それを見て業務につく方も子どもた
ちも元気に通えるようにする。 

  ◎交通安全確認業務等委託 6,275 万円 

区 HP より 
 

Q：《部活動について》 

①部活動指導員の配置の現状、評価は。時給は
いくら。事業全体の区の負担分は？ 

②国の学校における働き方改革推進本部によ
り、「部活動の段階的な地域移行」が打ち出さ
れた。2023 年に休日に教師が部活動指導に
関わる必要がない環境を構築する、という。区
としてどのように考えるか。 

③部活動の民間委託についての区の考えは。 
 
 

Q：①学校改築中のﾌﾟｰﾙの授業は近隣の民間
ﾌﾟｰﾙを活用しては。②コロナ禍での教員の
児童への家庭訪問の現状は。③校庭開放を

している学校で夜間照明設置の 
要望があった場合は。 

A:①鮫浜小と浜川小のような近 
隣関係ばかりではないので提案 
が有効策か等検討する。②昨年は自宅場所の
確認だけ。今年も同様。③夜間照明の構想は
平成 17年度に区内 17地区と終了している。
要望によっては検討する。 

 
 

クイズの答え: ①2017 年「北」北朝 
鮮のミサイル発射。九州北部豪雨。 
②2018 年「災」（２回目）各地で大き
な自然災害多発。③2019 年「令」新元
号が令和に。④2020 年「密」新型コロ
ナウイルス世界的に流行。⑤2021 年
「金」（４回目）東京オリパラで日本が
金メダル多数獲得。大谷選手が金字塔。 

Q：《交通安全確認業務》 
いわゆる緑のおばさん（おじさん）です。
子どもたちが通学の際に大変 
お世話になっている。 
①ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰから派遣されている
が平均年齢や時給、労働時間などは。
また、炎天下での業務は危ないが。 

②また、使用している旗は年季が入って
いて汚いという声がある。 

部活動指導員＝働き方改
革推進の一つ。必要な中学 

校へ専門的な知識・技術を有する外部の指
導員を配置し、教員の部活動指導への負担
軽減を図り、部活動の質的な向上を目指
す。教員の代わりに日曜日の外部の試合な
ども引率できるところが大きな特徴。 

◎３年度予算額 3,500 万円 
 
 

キーワード 

A ：①11校（注：中学校は全 15校）で 12
名。11校だけなのは、人材確保の問題。大
変好評である。時給は 2,500円。国、東京
都、区が 1/3ずつ負担している。 

 ②地域移行は、国の方向がこうであるし、
働き方のこともあるので注視していく。 
③民間委託は、マッチングが最大の問題。
野球の上手な方が技術指導はできるが生徒
指導、集団の中で勝つだけに力を入れたら
どうなるか、また、子ど 
もがいじめにあった場合 
の教育的配慮等の指導力 
などの問題があり、委託 
は難しい。拡大の１つの 
ハードルにもなっている。 

 
ちょっとした話ながわ 

◇令和 3 年度子育て世帯への臨時特別給付
（先行給付金）について 

品川区で児童手当（令和 3年 9月分）を受給し
ている方で、所得制限限度額内の方に対し、令和 3
年 12/13に案内通知を発送しました。その方々に
は、申請不要で 12 月末に児童ひとりにつき 5 万
円を振り込む予定です。また、①令和 3 年 9/30
時点で高校生（平成 15年 4/2～平成 18年 4/1生
まれ）の児童の保護者、②所属庁から児童手当（本
則給付）を受給している公務員等は、申請が必要
になります。（12/14区 HPより）◎詳細は区 HP
やｺｰﾙｾﾝﾀｰ（03-5742-6027）でご確認を。 


