
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 

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 

 

☆☆ 品川区イズ☆☆ 
◇大井第一小学校の学級名？ 

  区立大井第一小学校（大井６丁目）の学
級(ｸﾗｽ)名は、大正時代からの伝統で、特色が

あります。現在は、「松」「竹」「梅」「月」の
１学年４ｸﾗｽ（全校 779人）。1958（昭和 33）
年には生徒数 1933人で１学年７ｸﾗｽでした。
当時、４ｸﾗｽは現在と同じ名前。 
残りの３ｸﾗｽの名前は、次の 
どれだったでしょうか？ 
①雪 ②花 ③星  
④風 ⑤海 ⑥空 

◎難易度☆☆☆☆ 
 

 

419 号から 29 年度予算案の概要をご説明し
ています。予算案は、3/6 からの区議会(予算委
員会)で審議します。歳出総額は、約 1645 億円。
◎＝予算額 今号は、【歳出】のうち教育費です。 
 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

2017 年 3 月 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

No.422 

 
 

高橋しんじプロフィール  
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！ 

 
 

 しがらみのない無所属 

･162 億 4,704 万円 
・歳出の9.9％ 前年度
比 18.9％増です 

 ☆幼稚園・小中学校教育、図書館運営等 
◇ICT（電子通信技術）を活用したわかりやすい授業
の全校展開－導入していなかった 24 校の普通
教室等に電子黒板機能付きﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀや書画ｶﾒﾗ
設置（右⇒）。 

   ◎2 億 4194 万円 

◇小中学校教材用 PC 等 
  機器更新 
 ・小学校 PC台数 

    20➡40台へ 
・PC教室にﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末 
 を設置。普通教室や体育館に持ち 
出して利用できます。 ◎1 億 9421 万円 

  
  

◇小学校・幼稚園改築 
 芳水（ほうすい）小◎11 億 6628 万円 
 城南小・城南幼稚園 ◎10 億 2697 万円 

 後地（うしろじ）小（用地購入・設計） 
◎12 億 8740 万円 

 鮫浜小（29 年度は基本設計。工事は 31・
32年度）     ◎7310 万円 

◇学校用地取得－大井第一小・鮫浜小・延山
小   ◎1 億 7911 万円 

◇学事制度審議会 運営経費 ◎1530 万円 
 「学校の適正規模」「学区域」などについて、 

28～29年度に審議され、平成 30年 3月に 
答申が出されます。教育長からの諮問（意 
見を求めること）事項は下記の通りです。 
 

☆ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等が先行導入された学校では、教
員が ICT を活用した、わかりやすい授業が展
開されています。全校に設置されることで、
その効果が期待されます。また、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端
末などを児童・生徒が活用することで情報社

会への適応力を習得することを期待します。 

＜審議事項＞ 注：波線は私 
①将来の就学人口動向等を踏ま 
え、地域とともに義務教育９年 
間の一貫教育を一層推進して 
いくうえで望ましい学区域、学 
校選択制、学校規模および学 
校種・地域バランスのあり方について 

②①を踏まえた今後の学校改築の考え方につ
いて 

③上記事項を実現するための方策について 
 

 

区 HPより 
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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！！ 

☆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)。 
 
 
 
 
 

 
ちょっとした話ながわ 

◇品川区立小学校の授業で不適切発言 
教諭が理科の授業で「自然分娩で子供を産んだ
方が、帝王切開で産んだ時よりも親は愛着を抱
きやすいという説がある」と発言していたこと
が取材でわかった。学校側は不適切な発言であ
ったことを認め、校長とこの教諭が保護者会で
「配慮に欠ける発言で申し訳ない」と謝罪し
た。学校の調査に教諭は「母親から自然分娩の
大変さを繰り返し聞いていたため発言してし
まった」と説明。教委は「そんな説は確認でき
ていない。不適切発言で本人も大変反省してい
る」と話し、校長は「傷ついた子供がいたら真
摯（しんし）に対応する」としている。☆二度
と起きてはならない事件です。参考：2/16毎日新聞 

 
クイズの答え：①雪 ②花 ③星 1958 年

は、児童数 1933 人で全 35 ｸﾗｽという、大規模
な小学校でした。1965 年 1367 人⇒1975 年
1177 人⇒1985 年 854 人⇒2016 年 779 人と
減少してきましたが、現在、区内で最も児童数
の多い小学校です。ちなみに宝塚歌劇団は花
組・月組・雪組・星組・宙（そら）組の 5組♪ 
 

【学校環境整備事業】 
◇普通教室増設－鮫浜小、 
浜川小、東海中、他９ 
校   ◎2464 万円 

 ☆就学人口増加地域等 
です。 

◇校庭人工芝化－大井第一小、小山小 
           ◎1 億 7198 万円 

◇空調改修－浜川小、浜川中、他 6校 
             ◎6481 万円 
◇普通教室等照明 LED化－山中小、浜川中、

他 3校 ◎1 億 2617 万円 
◇給食施設改修－大井第一小、東海中、他 3  
        校 ◎7838 万円 
◇外壁改修－山中小、富士見台中 
      ◎2 億 1643 万円 
◇便所改修－大井第一小、山中小、 

他 2校  ◎1 億 9459 万円 
 

◇区教員経費（24人） 
◎1 億 8815 万円 

 区立小中学校の教員は
東京都の公務員です。そ
のため、品川区以外にも
異動（＝転勤）します。 

品川区に定着して指導できるように品川区
の予算で毎年、教員を独自に採用しています 

◇いじめ防止対策－学校支援ﾁｰﾑ、 
いじめ対策委員会、いじめ防止 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等   ◎3839 万円 

 ☆いじめ撲滅への取り組みは、 
継続しなければなりません！ 

◇品川ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ－区内全校で実施 
◎5450 万円 

 学校・家庭・地域が一体となり学校運営改
善・児童生徒の健全育成に取り組む。 

 ☆ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ―の方が大変苦労されています。
教育委員会はしっかりとﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟを！ 

◇英語力向上推進プラン  ◎２億 6635 万円 
 外国人英語講師、※日本人英語専科指導員配
置（小学校全校）、ｼﾞｭﾆｱｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｷｬﾝﾌﾟ 

（小学校全校、日帰り）他 
 ※日本人英語専科指導員－小学校教 

員の英語指導力不足という課題を 
補うために全校に配置。 

◇子どもの体力向上推進－全校に運動専 
門のﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを配置し、運動意 
欲や技能を高める、他。◎5722 万円 

 

◇区立幼稚園運営費－城南、浜川、伊藤、八
潮わかば 定員 280人◎2 億 9894 万円 

うち職員給与費（19人）1億 3098万円 
◇図書館経費 ◎16億 2820 億円 

10館運営費、大崎駅西口施設・ 
目黒ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ開設準備経費 他 

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！ 

https://ticketcamp.net/takarazuka-kagekidan-tickets/
https://ticketcamp.net/takarazuka-kageki-hanagumi-tickets/
https://ticketcamp.net/takarazuka-kageki-hanagumi-tickets/
https://ticketcamp.net/takarazuka-kageki-tsukigumi-tickets/
https://ticketcamp.net/takarazuka-kageki-yukigumi-tickets/
https://ticketcamp.net/takarazuka-kageki-hoshigumi-tickets/
https://ticketcamp.net/takarazuka-kageki-soragumi-tickets/

