
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.287 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    

    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

東京都品川区東大井 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：品川区品川区品川区品川区    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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 

 

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        平成23年4月5,232票（１位）のご支持をいただき、現在２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４月、無所属・新人として初当選（2541 票）。 『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（22222222 年年年年 12121212 月合格）月合格）月合格）月合格）    ☆初心を忘れずにガンバります！ 
 しがらみのない無所属 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

   しながわ水族館 経営改善検討中 

 しながわ水族館は、平成３年 10 月ｵｰﾌﾟﾝ。

さて、ｵｰﾌｵｰﾌｵｰﾌｵｰﾌﾟﾝ翌年の平成ﾟﾝ翌年の平成ﾟﾝ翌年の平成ﾟﾝ翌年の平成４４４４年年年年度度度度 1111 年間年間年間年間の来場の来場の来場の来場

者数は？者数は？者数は？者数は？ちなみに平成 24 年度の来場者数

は、428,300 人です。    

① 約 50 万人②約 60 万人 

② 約 110 万人④約 160 万人 

ｵｰﾌﾟﾝ後、減少中で、区は、区は、区は、区は、    

今年度、今年度、今年度、今年度、委員会で経営改委員会で経営改委員会で経営改委員会で経営改    

善策を検討中善策を検討中善策を検討中善策を検討中です。 

◎難易度◎難易度◎難易度◎難易度    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    
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 9/19 から第３回定例会 

が始まり、24～27 日に各 

委員会が開催されました。 

その一部をご報告いたしま 

す。10/2～16 には、（平成 24 

年度）決算特別委員会が開催されます。 

 私の所属する委員会です。 

◎保護者ｱﾝｹｰﾄの結果 

 対象対象対象対象：区内小中学校の全児童・生徒の保護者 

 実施実施実施実施：今年 3/8-18、ﾏｰｸｼｰﾄ式（無記名） 

 回答率等回答率等回答率等回答率等：配布数 18,395 回答数 14,976 

      回答率81.4％ 集計は教育委員会 

【主な集計結果】【主な集計結果】【主な集計結果】【主な集計結果】小＝小学校、中＝中学校  

▽家庭学習を習慣づけている▽家庭学習を習慣づけている▽家庭学習を習慣づけている▽家庭学習を習慣づけている    

 小７８％ 中５８％ 

▽子どもに家事を分担させている▽子どもに家事を分担させている▽子どもに家事を分担させている▽子どもに家事を分担させている                            

小６０％ 中５６％ 

▽家庭で読書の習慣を心がけて▽家庭で読書の習慣を心がけて▽家庭で読書の習慣を心がけて▽家庭で読書の習慣を心がけているいるいるいる    

  小・中とも５０％以下 

☆読書については、学校は、これまでの取 

り組みを検証し、今後何らかの手立てを 

行うべき課題です。江戸川区は、小中学 

校に「読書科」（公立で全国初）という科 

目を設け、読書指導に力を入れています。 

▽▽▽▽学校の学校の学校の学校のある日に１日平均してどのくらいに１日平均してどのくらいに１日平均してどのくらいに１日平均してどのくらい家庭家庭家庭家庭    

でででで勉強して勉強して勉強して勉強していいいいるか、に「全くしない」のるか、に「全くしない」のるか、に「全くしない」のるか、に「全くしない」の割合は割合は割合は割合は    

 小：１年 ３％ ２年 ４％ ３年 ４％、 

   ４年 ３％ ５年 ３％ ６年 ６％ 

 中：１年１４％ ２年１４％ ３年１６％ 

 ☆中学生の勉強時間不足への対応策を！ 

   特に受験生の３年生は、重要な課題です。 

▽▽▽▽学校の学校の学校の学校のない日にににに１日平均してどのくらい１日平均してどのくらい１日平均してどのくらい１日平均してどのくらい家庭家庭家庭家庭    

でででで勉強して勉強して勉強して勉強していいいいるか、に「るか、に「るか、に「るか、に「全くしない全くしない全くしない全くしない」」」」の割合はの割合はの割合はの割合は    

小：１年１６％ ２年１４％ ３年１３％、 

   ４年１３％ ５年１４％ ６年１６％ 

 中：１年２２％ ２年２１％ ３年２３％ 

 ☆小学生に比べ、中学生は勉強をしない割合が

高くなっています。学校と家庭の連携で指導を 

▽お子さんを将来どこまでの学校に進学させた▽お子さんを将来どこまでの学校に進学させた▽お子さんを将来どこまでの学校に進学させた▽お子さんを将来どこまでの学校に進学させた    

いか。（選択肢一部略）いか。（選択肢一部略）いか。（選択肢一部略）いか。（選択肢一部略）    

大学院   小 ５％ 中 ３％ 

４年制大学 小６５％ 中５８％ 

高専・短大 小 ４％ 中 ４％ 

高校まで  小 ４％ 中 ８％ 

未定    小１３％ 中１３％ 

 

☆☆教育委員会は、この学校別の集 

計結果を各学校に提示します。 

各学校では、今後の対応策をと 

ることになっています。学校ごと 

の取り組みを注視してまいります。 

ﾊｯﾋﾟｰﾊﾛｳｨﾝ2013開催中♪ 

小中学校、幼稚

園、保育園など

を所管します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆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☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

 

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』『区政報告』『区政報告』『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！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：④約：④約：④約：④約 165165165165 万人万人万人万人。そ

の後、新江の島水族館、ｴﾌﾟｿﾝ品川

ﾏﾘﾝｽﾀｼﾞｱﾑ、すみだ水族館（ｽｶｲﾂﾘ

ｰﾀｳﾝ内）等のｵｰﾌﾟﾝなど様々な要因

から減少傾向です。9/25 検討委員

会の中間報告が出ました。 

 

ちょっとした話ながわ 

◇11/1 より 

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付区内共通商品券発売！ 

目的：目的：目的：目的：緊急経済対策の一環として、区内景気対

策、商店街振興を図る。 

発行額：発行額：発行額：発行額：３億３千万円（内ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分３千万円） 

発売開始：発売開始：発売開始：発売開始：11/1～（毎回数日で売り切れます！） 

使用期間：使用期間：使用期間：使用期間：平成 26 年 2/28 まで 

販売単位：販売単位：販売単位：販売単位：１冊１万円（500 円券 22 枚つづり） 

     ※１万１千円分の買い物ができます 

      一人５冊まで買えます 

販売場所等：販売場所等：販売場所等：販売場所等：郵便局 42 ヶ所、商店街事 

務所等６ヶ所、品川区商店街連合 

会事務局（中小企業ｾﾝﾀｰ４階） 

経費：経費：経費：経費：区は、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分 3 千万円と印刷経費 924 

万円を助成します（（（（9/259/259/259/25 区民委員会報告）区民委員会報告）区民委員会報告）区民委員会報告） 

◇八潮学園と産業技術高等専門学校、  

特別推薦入試の協定 

 品川区教育委員会は、都立産業技術高等専門学

校（品川区東大井。５年制の本科の上にさらに２

年制の専攻科があり、同ｷｬﾝﾊﾟｽ内にある産業技術

大学院大学とも連携している）と八潮学園（八潮

5 丁目。区立の小中一貫校）が平成 29 年度入学者

の特別推薦入試の協定を結んだ。募集は、若干名

で選抜方法は今後検討する。 

 八潮学園は、20 年度から同高専と連携して授 

業を行い、これまでに 18 人が入学している。 

同高専は「ものづくりに興味を 

持ってくれた生徒が引き続き学 

んでいってほしい」という。    

参参参参考考考考：：：：9/7 9/7 9/7 9/7 読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞 

 

 

ズ 

◇税金はどこへ行った？ 

 自分の収入のうち自治体に払う税金がいくら

で、何に使われているかを簡単に確認できるｲﾝﾀ

ｰﾈｯﾄのｻｲﾄ「税金はどこへ行った？」が話題を呼ん

でいます。自治体の予算書などﾈｯﾄに公開されて

いる「ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀ」を利用し、有志の住民らが各地

の自治体分を作成。9/24 日現在、48 の県や市区

町のｻｲﾄが開設されています（23 区は、千代田、

中野、杉並、中央、江戸川、葛飾区）。利用方法利用方法利用方法利用方法：

①単身家族か扶養家族ありか。②年収を入力。⇒

年間の住民税額が表示され、 

同時に健康福祉や都市整備等、 

行政分野ごとの１日当たりの 

税金の額も示されます。   

☆ぜひ、一度ご覧ください。有志が各自治体版

の開設を行っていますが、品川区版は、残念

ながら開設されていません。『しんじ新聞』

（260～263 号）では、25 年度予算額等の区

民１人当りの額を掲載しています。私のﾎｰﾑﾍﾟ

ｰｼにバックナンバーが掲載してあります。どう

ぞ。           参考参考参考参考：：：：8/78/78/78/7 東京新聞他東京新聞他東京新聞他東京新聞他    

申し訳ありませんが、10 月は、 

区議会の審議、視察、研修会参 

加等で曜日によって区政報告の配 

布時間を変更したり、配布をお休 

みさせていただくことがあります。 

ご理解の程お願いいたします。 

 

 

 

 

A：ﾊﾟﾄﾛｰﾙ対応実績（25 年４～７月）は、①念

書・指導（返還含む）３９４件 ②追跡２９９件。①

は、持ち去ろうとした業者に「もうしません」

と書かせたり（念書）、注意して資源物を置いて

いかせたりした（指導・返還）もの。②は、業

者を追跡し、見失ったもの。こちらは、危険が 

伴いますが、少しでも摘発するよう求めます。 

Ｑ：286 号で資源持ち去りの通報が八王子市で

369 件（24 年度）と載っていましたが、品川区

ではどのくらいでしょうか？（区民の方より） 


