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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 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
◇品川区立義務教育学校って？ 

 昨年、小中一貫校を制度化する改正学校教
育法が国会で成立。小学校、中学校に加え「義
務教育学校（前期課程６年間・後期課程３年
間）」があらたな校種となりました。品川区
では、28 年４月からこの「義務教育学校」の
校種の導入を検討中です。さて、「義務教育
学校」となる予定は次のどれでしょうか。 
①区内の全小中学校 
②施設分離型小中一貫校 
③施設一体型小中一貫校 
      ◎難易度☆☆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎難易度☆☆☆☆ 

2015 年 11・12 月 

 しがらみのない無所属 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58票差）のご支持を頂き、現在３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）。『議員力検定１級』合格 
☆初心を忘れずにガンバります！ 

高橋しんじプロフィール  

Q：《学力向上ﾌﾟﾗﾝ（勉強合宿）》 
①8 年生（中 2）が参加してい 
る。参加費用は。②勉強のやり 
方がわかる等、成果が出てい 
る。区内全中学でできないか。 

 
A：①平成 27 年度は、小中一貫校４校（日

野学園、八潮学園、荏原平塚学園、品川学園）
が実施。2 泊 3 日の実費で宿泊料、食事代で
1 万 3500 円②いい取り組みなので、全校に
広げたいが、宿泊場所（国立女性教育会館、
埼玉県嵐山町）の受入れ能力の問題があるの
で、改めて、検討が必要。 

◎学力向上ﾌﾟﾗﾝ（勉強合宿）3 校 327 万円 
☆学校以外で缶詰となって学習する経験は、そ
の後の学習活動に活かされます。学習指導
のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（大学生等）の確保等、区の支援
が必要。区内全中学校への拡大を求めます。 

No.372 
  
 

前号に引き続き、今号は、決算特別委員会（26
年度歳入・歳出）の審議のうち、歳出：教育費・
土木費の一部をご報告します。次号は、私の質問。 

Ｑ：他議員の質問   Ａ：区の答弁  
◎平成 26 年度決算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ  

・歳出 区民１人当たり 約 38.8 万円 
総額 1443 億 8173 万 1424 円 

 
 Q：《不登校の実態》  
①小中学校、それぞれ何人いるか。 
②原因と ③その対応。 

 

A：①平成 26 年度、年間 30 日以上欠席は、
小⇒38 名、中⇒136 名。②情緒的な混乱⇒
43.6％、無気力⇒22.9％、友人関係をめぐる
問題（いじめを除く）⇒9.7％。③ 子どもの
不登校の要因を取り除く。各家庭を訪問し、
子どもと話をする。戻ってこれるようにｸﾗｽ
内での環境作り。情緒的な部分は、ｶｳﾝｾﾗｰ、
生活環境については、HEARTS（注：ﾊｰﾂ。
品川学校支援ﾁｰﾑ。指導主事、社会福祉士、
元警察官、弁護士等で構成。学校だけでは解
決が困難なｹｰｽを支援）と社会福祉で対応。 

◎品川学校支援ﾁｰﾑ経費 466 万円 
☆不登校は、学校現場と周囲の様々なしくみとの
緊密な連携で対応することが必要ですが、しく
みが機能しているか常に検証すべきです。 

 
 
 

 ☆区議会の予定：11/26～12/9 
11/27（金）15；15頃 私が本会議で質問します 
 
 

  
 

☆ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（11 ﾁｬﾝﾈﾙ）で放映！ 
私の質問の様子を以下の時間に放映 

12/4（金）21:00～21:45 
12/6（日）18:00～18:45 

 
小中学校・図書館等 

⇒151.3 億円 
 

 

 

 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
http://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_8670.html
http://www.irasutoya.com/2013/06/blog-post_6912.html
http://www.irasutoya.com/2015/10/blog-post_30.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
発行者 高橋しんじ 
〒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！！ 

☆ご希望の方に『区政報告』をお届け

いたします(送料は当方負担します)。 
 
 
 
 
 
 

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！ 

A： 区自体の種目では、向上傾向は上体 
起こし、長座体前屈、低下傾向は、握力、ｿﾌﾄﾎﾞ
ｰﾙ投げ。総合では、東京都 49 市区町村で真ん
中位。一昨年度から若干向上している。ただ、
都道府県の中では、都は下位なので（全国的に
みると品川区は下位）、どのように向上させる
か、課題。28年度から体力向上ﾌﾟﾗﾝを進める。 

☆東京都は、平成 26 年度全国
調査（47都道府県）で小 5が 20
位、中 2 が 45 位。都の中で、品
川区は、小中学校とも都の平均
を下回る種目があり、特に中学 

校では、男女ともに多くの種目で平均を下回って
います。運動の日常化と生活習慣の改善に向けた  
事業への取り組みを期待します。 

Q：《小中学生の体力》  
都会の子どもの体力低下が課題。品川

区の小中学生の体力は、どの位置か。 
 

A：通行量は 12 時間で 847名と多い。 
警視庁は、「歩道橋があるので、 
信号機・横断歩道設置は難し 
い。ｴﾚﾍﾞｰﾀ等の設置は場所が 
ないので難しい」という。横 
断歩道の設置要望をしていく。 

A ：①滝王子通りの避難道路強化事業
（850m。西大井 1、2丁目～大井第一小）は、
広域避難場所の大井競馬場・しながわ区民公
園までの避難路を確保する事業。7.2m の道路
幅員を 10mに拡幅する。現在、平成 21年から 

12件の同意で用地取得し、↗ 
 

Q：《滝王子通り、現状と今後》  
①避難道路の滝王子通りは防災 
上、交通安全上、大変重要。整備 
の現状と今後は？②池上通りとの 

交差点から先（南大井の方へ下る） 
も車道と歩道が狭い。区の考えは？ 

Q：《桜新道歩道橋（南大井）のあり方は？》 

通行量が少ないのなら撤去を。撤去が無理な
ら、信号機・横断歩道やｴﾚﾍﾞｰﾀの設置を。 

 ちょっとした話ながわ 

◇「わ、しながわ！」(ﾛｺﾞﾏｰｸ⇒) 
区は、ﾛｺﾞﾏｰｸでｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業 
（＝品川区を発信してＰＲ）を展開。 
① 「アトレ」とﾀｲｱｯﾌﾟ ・ｱﾄﾚ大井町－ﾎﾟｽﾀｰ掲示、   

冊子配架、ｶﾌｪで期間限定ﾒﾆｭｰ提供など 
 ・その他、区内のｱﾄﾚ、都内ｱﾄﾚでもﾎﾟｽﾀｰ等掲示 
②都内飲食店でﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ冊子配架 
③東急電鉄（大井町線・田園都市線）中吊り広告。 
 区内駅、ＪＲ品川駅、京急品川駅にﾎﾟｽﾀｰ掲示 
※11/28～12/11◎ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進経費 2018万円 

クイズの答え：③施設一体型小中一貫
校（同じ建物に小中が所在）。日野学
園、伊藤学園、八潮学園、荏原平塚学
園、品川学園、豊葉の杜（ほうようのも
り）学園の６校。議会（11/26～）で審
議予定。詳細は、後日ご報告します。 
 
 

Q：《しながわ区民公園整備》 
①区民公園の今後の整備予定は。また、 
その中で少年野球の聖地/勝島ｸﾞﾗｳﾝ 
ﾄﾞの工事予定は。②すぐではない場合、 

まずは、土を入れて整備を。 
入れて 
 

↗面積 34㎡で整備延長 193m。 
②まず、この避難道路を整備し、 
機能強化する。その次の段階と 
して、広域避難場所への経路を 
視野に入れて進める。 

◎避難道路機能強化事業 2278 万円 
☆この避難道路の周辺は、都市防災不燃化地 
域にも指定されています。時間がかかる事業で 
すが、地域にご協力頂き、ｽﾋﾟｰﾄﾞ感のある施策を 

 

道路・公園整備など 
⇒ 280.4億円 

 

滝王子通り 

A：①現在、中央ｿﾞｰﾝ（公園の真ん中）の
ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ、ﾌﾟ-ﾙ等を工事中。28、29 年度に終
った後に（少年野球場のある）北側ｿﾞｰﾝに着
手できるように進め、地元の方々に説明して
整備していく。②ご指摘の通り、整備を進め、
子ども達が安全に使えるように努めたい。 
◎区民公園ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ改築工事 1 億 5487 万円 
☆本格的な工事の前に、現状の利用に支障の
ないように補修を要望します。 

桜新道歩道橋 

http://www.irasutoya.com/2014/07/blog-post_12.html
http://www.irasutoya.com/2015/10/blog-post_684.html
http://www.irasutoya.com/2015/09/blog-post_71.html
http://www.irasutoya.com/2014/10/blog-post_787.html

