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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 ☆☆ 
◇「不動？子が今日も行く」配信中 

  区では、ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ動画を 10/31 から配
信中です。主人公は、何事にも「動じない」
クールな女性。彼女が区の意外な魅力に触
れ、思わず「動じて」しまいます。この女性
の名前は？ちなみにさそり座の AB 型です。
区の HP と YouTube でご覧頂けます。 
①彩子（あやこ） 
②麗子（れいこ） 
③澪子（みおこ）  
④萌子（もえこ） 
◎難易度☆☆☆☆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎難易度☆☆☆☆ 

2016 年 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：《小中一貫校について》 
①施設一体型（＝義務教育学校。同じ 
敷地内に小学校と中学校がある。）と 

施設分離型（注：離れた小学校と中学 
校を一貫校と指定）について 10 年以 
上の成果の違いは？成果研究のために、ﾃﾞｰ
ﾀを収集・分析すべき。②学校選択制をどう
総括し、地域とどう協働していくのか。 

A： ①学力、学校の決まりを守る、等の
点は違いがない。保護者ｱﾝｹｰﾄで施設分離
型の課題として、距離的な問題から小中学
校間の児童生徒の交流、教員の相互乗り入
れ（注：お互いの学校で授業する等）の困
難さを指摘。一方、５，６年生のﾘｰﾀﾞｰｼｯ
ﾌﾟの醸成という良さがある。品川教育課程
委員会の中で成果と課題を丁寧に見出す。
②学事制度審議会での検討事項の大きなﾃ
ｰﾏの一つ。このままの形で、地域とともに
ある学校づくりを進めるのは、ﾊｰﾄﾞﾙが高
い部分がある。十分な協議を進める。 

☆これまでの教育改革は「ﾌﾟﾗﾝ 21」と
呼ばれます。委員会・審議会等の検
討状況は、逐次ご報告します。 

  

No.411 
  
 

 

 

前号に引き続き、今号は、決算特別委員会（27
年度歳入・歳出）の審議のうち、歳出：教育費・
土木費の一部のご報告。次号は私の質問です。 
Ｑ：他議員の質問   Ａ：区の答弁  
◎平成 27 年度決算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ  
・歳出 ☆区民１人当たり 約 38.4 万円 

1452億 4792万 7円 
 
 

小中学校・図書館等  
⇒153.1 億円 

 

Q：《不登校について》 
人数、原因、また、対応等は？ 

A：全国的に増加傾向にある。区では、 
27 年度：小学生 49 名、中学生 155 名。
都全体の出現率をやや下回っている。原因
は、一人ひとり異なるが、友人関係（いじ
めを除く）：小学生約 25%、中学生 27%が大
きい。次が学業不振等。家庭の事情（家庭
内不和等）は、小学校 40%、中学校 33%。
生活習慣の乱れは、要因の一つ。対応は、
月 7 日以上の欠席、連続 3 日の欠席、月 5
回以上の遅刻等は、学校から連絡して 
いる。早期発見、早期対応の支援に努め 
ている。昨年度、小学生 13 名（全体 
の 26.5%）、中学生は 20 名（同 12.9%） 
が学校復帰した。☆11/22、衆議院で 
不登校の子支援法が成立しました。 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
http://3.bp.blogspot.com/-Vd9_UP69TR8/VJ6XtvAuTaI/AAAAAAAAqPA/DqxFZTy-B5o/s800/syougakkou_souji.png
http://4.bp.blogspot.com/-WG3R16rvQ8Y/V4SBBNf8khI/AAAAAAAA8QA/ltCWqaC9GF4aUlK5zuaDPRg0JJ18uPPCQCLcB/s800/nafuda_school.png


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

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

(郵送他)いたします。ご連絡下さい。 
 
 
 
 
 
 

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』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： 同中学校の様 
々な努力については、 
大変努力を認めてい 
る。それ以外にも区 
として、教育長表彰 
があるので、各学校 
で大きな賞を受賞し 
た場合は、表彰しな 
がら各学校、区民の皆さんに周知していく。 
☆区内各学校での文化・ｽﾎﾟｰﾂを始めとした
様々な取り組みを多くの区民の方々に周知
することは、とても重要です。 

A：大井町のにぎわいを創出し、夜間の景
観向上の目的で実施した。地元の NPO団体
実施のｱﾝｹｰﾄで「駅前がきれいに見えた」
「明るくなった」 
等、非常にご好 
評を頂いた。 
◎ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ設置 
経費 5122 万円 

 ☆効果の検証をし 
ながら継続を。 

Q：《区立東海中学校（東品川３丁目）》 
東品川地区の人口増加に伴い、東海中も生

徒受け入れが厳しいと思うが、今後の対策は？ 

Q：《大井町ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ》 
 27年度に行われたことによる効果は。やるな
ら、どーんとやらないと注目は集まらない。 

クイズの答え：②不動麗子（れいこ）。 
区の魅力を PR。麗子が区内のお祭りと
商店街に訪れる２ﾊﾟﾀｰﾝあります。とも
に約３分間。YouTube 視聴回数は、ま
だ約 1200 前後です。ぜひ、ご覧下さ
い！ご感想・ご意見をお寄せ下さい。 

 

A： 建物自体が古いのは認識している
ので必要な対応はとるべきだと考えるが、ま
ず就学人口への対応であり、このｴﾘｱでは、
現在の受け入れ能力を超える人口推計はみ
られず、現状で対応できる。また、城南小学
校で建て替えを行っている。ここの児童が東
海中に進学すると両方で改築にあたってし
まうのでその点も踏まて考えていく。 

   

Q：《ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟｰｸ》 
 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸの正式種目に決定したｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ。
ﾊﾟｰｸの開設を前向きに考えているというが。 

道路・公園整備など 
⇒ 211.7億円 

 

鈴ヶ森中学校 HPより 

Q：《区立鈴ヶ森中学校（南大井 2丁目）》 
 東京都合唱ｺﾝｸｰﾙが9月に開催され、65回
から 71 回の今年まで鈴ヶ森中学校が参加
し、中学校混声の部で金賞 1回、銀賞 5回、

銅賞 1 回受賞。知らない区民も多い。校長
先生は、「伝統の合唱にﾌﾟﾗｲﾄﾞを持つ」と明
言している。この取り組みへの評価は。 

      
 

A： ①競技人口の増加も見込 
まれる。区内でも公園の整備 
は前向きに検討していきたい 
☆八潮北公園（八潮１-3-１）にｽ 
ｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ場（約 700㎡）とﾌｯﾄ 
ｻﾙ兼ﾃﾆｽｺｰﾄ 1面を整備する 
という議案が 11月補正予算（1 

億 8000 万円）で提出されまし
た。開設は、29年11月の予定で
す。「ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ場・ﾌｯﾄｻﾙ場開
設を！」というご要望が実現しま
した。私は以前要望しましたが、
多くの議員の要望の結果です。 

 

大井町どんたく通り：区 HPより 

 

ちょっとした話ながわ 

◇「不動麗子が今日も行く」動画配信中 
 HPと YouTubeで配信中の動画とロケ地 
①『不動の女、祭りに行く』 
 大井どんたく夏祭り、しながわ宿場祭り、 
目黒のさんま祭り、小山両社祭 

②『不動の女、商店街に行く』 
 戸越銀座商店街、立会川周辺商店街、 
 荏原町商店街、武蔵小山商店街パルム  
☆見覚えのある風景がでてきます♪🎶～ 
◎平成 28 年度 ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進経費 2674 万円 

不動麗子 
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http://2.bp.blogspot.com/-NztekKTn7b0/U401KomIfjI/AAAAAAAAg-8/z6kplrMlFlg/s800/soccer_futsal_woman.png

