☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇5/1、改元（元号が変わる）です。

No.

494

2019 年

1月

品川区議会議員
無所属

高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

総務委員会
◇品川区長期基本計画の策定状況
◎長期基本計画は、品川区基本構想（平成 20
年策定）を具体化するために行う施策と実
現の方向を明らかにした今後 10 年間の計
画です。区は 32 年 4 月からこの計画を基
本として施策を展開します。区の施策の方
向を左右する大変重要な計画です。
◎策定委員会－委員 32 名,参与 9 名,区職員
審議期間－31 年 1 月～12 月（素案答申）
会議録や資料は HP で公開されます。

平成最後となる大学入試ｾﾝﾀｰ試験（1/19,
20 実施）の日本史Ｂの試験でも元号に関する
出題がありました。次の元号に関することの
うち正しいものを選んで下さい。複数あり。
①元号は、古代中国に起源をもつ。
②現在、元号を使用しているのは日本のみ。
③奈良時代には漢字４字の元号もあった。
④珍しい亀が発見されて改元されたことがある。
⑤南北朝時代には、２つの朝廷（天皇）がそ
れぞれ別の元号を制定した。
⑥最も多く使用された漢字は「天」である。
◎難易度☆☆☆☆☆
◇１/21-23 に区議会常任委員会・特別委員
会が開催され、区からの報告事項がありまし
た。紙面のｽﾍﾟｰｽから一部のみ
ご報告します。☆私のコメント

◇庁舎食堂の営業停止
◎食堂運営事業者より収支悪化によ
る契約解除の申し入れがあったた
め、31 年 4/1 から 1 ヶ月程度停
止し、新たな受託業者を選定する。

◇品川区議会議員選挙
◎告示－4/14（日）選挙ｽﾀｰﾄ
投票日－4/21（日）
公営ﾎﾟｽﾀｰ掲示板－346 ヶ所
期日前投票所－区庁舎、地域
ｾﾝﾀｰ（13 ヶ所）、ｱﾄﾚ大井町（今回から）
☆区議選でアトレが初めて期日前投票所に！

厚生委員会
◇品川区在宅医療検索の開設
◎一般区民が身近な地域での退院から療養生
活、看取りまで安心して過ごせるように在宅
医療情報や区内の医療機関等の施設情報を
区 HP から検索できる「在宅医療検索」を
30 年 12/27 に開設した。【公開施設】
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 35
↓区 HP ﾄｯﾌﾟのここをｸﾘｯｸ
病院
11
診療所 323
歯科診療所 248
薬局 224

高 橋しんじ 事 務所
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。

区民委員会
※詳細は区 HP 等で
〇2/2(土),３（日）「伝統の技と味/品川展」
・区の伝統産業の紹介
〇2/23（土）「地域でつながるみんな
の暮らし 2019」
・区内社会貢献活動団体等の紹介
〇2/24（日）「ｳｰﾏﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 2019」
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝの発掘、女性起業の促進等

◇ｲﾍﾞﾝﾄ予定

高橋しんじプロフィール
平成 27 年 4 月 5551.247Ｚ
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

発行者：高橋慎司 Tel０３‐５７４２－６８６２
〒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)。
教育委員会（私が所属）
◇31 年度新入学の学校選択希望理由

学校選択（通学区域の学校ではない学校を
選択）を希望した保護者の理由をｱﾝｹｰﾄ調
査しました。
学校選択：小学校 約 24％、中学校 約 34％
ｱﾝｹｰﾄ対象者
回収数
小学校
751
667
中学校
695
603
▽理由：上位４つ（複数回答）
〇小学校・義務教育学校前期課程
①学校が近く通いやすい
313
②学校の教育活動に魅力がある
308
③兄弟が在籍、または親の出身校 246
④学校の施設・設備が新しい
219

建設委員会
◇羽田新飛行ﾙｰﾄに関する国の今後の対応
≪防音工事助成対象施設について≫
騒音環境軽減に向けた取り組みとし
て、防音工事助成の拡充が盛り込ま
れた「公共用飛行場周辺における航
空機騒音による障害の防止等に関する法律
施行令」が 30 年 3 月に改正された。区はこ
れまで国に、拡充により助成対象となる区内
施設について明らかにするように求めてき
た。この度、国により対象施設が示され、対
象の可否について現地での詳細調査が行わ
れる。
〔対象用途〕学校、病院、保育園、福祉施設等
〔区内施設〕27 施設（区有 11、民間 16）

➚〇中学校・義務教育学校後期課程
①友人関係による希望
②学校が近く通いやすい
③学校の教育活動に魅力がある
④クラブ活動の状況

252
240
210
210

☆小学校では、安心安全の側面から
①の理由が多いようです。中学校
は、子ども自身の意思の反映もあ
り、①の理由が多い。また、④も大
切な選択要素となっています。各学
校での特色ある教育活動も評価さ
れています。
文教委員会では、「選択理由を細分化し
て、各学校が選択された（または、されなかっ
た）理由の分析の参考となる調査にするべき
である」という議論がありました。

◇インフルエンザによる学級閉鎖など
〇幼稚園－学級閉鎖
⇒浜川幼稚園（年少・年長）
〇保育園－原則として学級閉鎖はせず、「登
園自粛」を依頼している。
登園自粛保育園 18 園（延 35 クラス）
〇小学校－学級閉鎖
⇒21 校 33 学級（1/22 現在）
☆流行しています。大人も子ども
も気を付けましょう！

〔調査期間〕31 年 1 月下旬～2 月末
〔調査事項〕建物の遮音性や空
調設備の設置状況の確認
とあわせ、施設の使用状況に
ついてのヒアリングを実施。
≪地域への個別説明会実施について≫
国による個別説明会の予定（対象地域）
2/6 台場小学校（品川第一地域ｾﾝﾀｰ管内）
2/14 第三日野小学校（大崎第一地域ｾﾝﾀｰ管内）
2/20 三木小学校（大崎第二地域ｾﾝﾀｰ管内）
2/21 大井第一小学校（大井第三地域ｾﾝﾀｰ管内）
※実施済み・大井第一地域ｾﾝﾀｰ管内
・八潮地域ｾﾝﾀｰ管内
・大井第二地域ｾﾝﾀｰ管内
・品川第二地域ｾﾝﾀｰ管内
☆区民の皆様の不安に応える説明を求めます。
開催の詳細は区 HP などでご確認ください。

クイズの答え:①～⑤。②中国は 1911
年に「清」（しん）が滅亡し廃止。③
749 年の「天平感宝」から５つ連続で
4 文字の元号があった。⑤奈良時代のこ
と。他にも飢饉など多様な契機で改元さ ◎『区政報告』をお配りしています。
れた。⑤1333～1392 年の朝廷分裂の ◎議会等の事情で変更する場合があります。
時代。⑥誤り。最多は「永」で 29 回、 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
「元」と「天」が 27 回で 2 位。

朝、駅前にいます！

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

