
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 581☆☆ 
  ◇小学生、鉛筆の濃さは HB？ 
品川区立小学校は、学校の授業では鉛筆を 

使うように指導しています。 
 トンボ鉛筆によると「鉛筆の売り上げは、 
現在では全体の半分以上を（  ）が占めて
いる」そうです。（  ）に鉛筆 
の濃さの記号（10種あります） 
を入れて下さい。◎難易度☆☆ 
参考：H＝HARD ﾊｰﾄﾞ：固い 

B＝BLACK ﾌﾞﾗｯｸ：黒い 
F＝FIRM ﾌｧｰﾑ：しっかりした 

Hと HBの中間の濃さと硬さの意味 
 
 

   

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 
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 しがらみのない無所属 

平成３１年 4 月 6,205．403票（１位）の 
ご支持を頂き、現在４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）。平成 27 年
5551票（58票差で 2位）。『議員力検定１ 
級』合格☆初心を忘れずにガンバります！ 
 

令和３年度予算案は、本会議（3/23）で可決し
ました。その予算審議の一部を 578号からご報
告しています。今号は教育費です。予算の概略
は、573～576号をご参照下さい。注意味が変
わらないように私が質疑を要約等しています。   
Ｑ：他議員の質問  Ａ：区側の答弁  

☆：私の考え    ◎：３年度予算額 
◇私の質問は、後ほどまとめてご報告します。 
 

◇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染状況 
Ｑ:①現在（注：３/12）の小中学
校の感染状況と②陽性者や親が
陽性者となった生徒への対応は。
③感染者・濃厚接触者に対する差
別について。 

 
 ◎840 万円 
 
 

Ａ:①11月 13人程度、12月 16人、1月は 42
人とかなり増えた。緊急事態宣言が出た 2月
は 7人。現時点で 29校 82名の感染者。 
②学校保健安全法で出席停止の扱い。教材・
タブレットを家庭に配布しているので、活用
して学習内容を提示したりして、対応してい
る。担任等が電話等で定時連絡して、お子さ
んの学習保障や不安を少しでも解消する手
立てを講じている。 
③感染者・濃厚接触者に対する偏見・差別の
防止は大変大事である。分散登校の時期から
現在まで継続して指導している。今後も様々
な方法を検討して防止を進める。 

  
  

Ａ:ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の成長がある。9年 
生（中 3）の英検 3級習得者は国の 
目標は 50％。品川区の 9年生は、 
80％を超えている（２年度速報値）。 
◎品川区英語力向上ﾌﾟﾗﾝ 1 億 5,737 万円 

 
◇校内に防犯カメラを 
Ｑ:教員による校内わいせつ事件や 
いじめ防止のために校内に設置を。 

 
（12 階建て）に避難しては。 
 

Ａ:玄関や通用門等、外部からの侵入対応用は
あるが、校内にトイレの中をみるとか、教
室内を監視するというところには多分つけ
ていない。全学校を調べているわけではな
いが、プライバシーの配慮などがあるので、
今後の研究課題とさせてほしい。 

 

⇒幼稚園・小中学校教育、図書館運営等 
☆前年度比 18.5％減（学校改築費減等のため） 

  

◎ 226 億 1795 万円（歳出の 12.4％） 
 
 

 

◇英語教育の成果 
Ｑ:小学校 1 年生からの英語学習の成果は。 
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発行者 高橋慎司 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 
Tel ０３‐５７４２－６８６４ 

☆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)。 

 
 
 
 
 

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！ 

クイズの答え: （２B）「鉛筆の売り上げ
は、1999年は HBが 43%、2Bが 22%
だったが、2006年に逆転、現在では全
体の半分以上を「2B」が占めています。
鉛筆の主要マーケットが学習用に変 
わり、どんどん濃い鉛筆の方向は加 
速している。今、2B を使っているお子
さんが 7 割、HB はわずか 5%」（トン
ボ鉛筆による）。子どもの握力が低下傾
向で筆圧が弱くなり、軟らかく濃い 2B
が好まれているとも言われています。 
 

☆次号は、予算委員会審議⑤をご
報告します。私の質問特集です。 

◇ＧＩＧＡ（ｷﾞｶﾞ）ｽｸｰﾙ構想 
Ｑ:①児童・生徒に 1 人 1 台タブレッ 
トを貸与している。この構想につ 
いて保護者にどう周知しているか。 

 ②保護者への配布をタブレットに配信
してデジタル化しては。③区内小学校
でタブレットによるオンライン保護者
会を実施し、普段参加できない方も参
加できたという。今後、リアルとオン
ラインの同時開催も検討すべき。 

Ａ:①学校から『ICT 通信』を渡している。ま
た、保護者向けのﾘｰﾌﾚｯﾄも配布している。 
②メリットがあると承知しているので、保護
者の意見を聞き、学校で活用を検討したい。 
③保護者と子どもが一緒にﾀﾌﾞﾚｯﾄで見られ
る動画を作成して、検証中である。 

 
 
 
 
 

↗自宅では、LTEがタワーマンショ 
ンの高層階でつながりにくいことも 
あるので、自宅のWi-Fiにもつなぐ 
ことができる設定にしている。 
◎ﾊﾟｿｺﾝ教室用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末等配備 13億 7,149万円 

注 LTE＝NTT ドコモ、au、ソフトバンクモ
バイル等の携帯電話会社が提供する、モバ
イル機器専用通信回路。LTE は通信容量に
制限がありますが Wi-Fi にはありません。
Wi-Fi はルーターがあれば誰でも利用で
きます（フリーWi－Fi はルーター不要）。 

 
 
 
 

 

◇学校教職員間のﾄﾗﾌﾞﾙ 
Ｑ:現場の最高責任者の校長が責 
 任もって、対処するのか。それ 
とも教職員の身分は東京都にあ 
るので、都が対処するのか。 

 
 
 

Ａ:校内の出来事の全責任は、校長が取るが、校
長、副校長の管理職が、職員の状況を把握し
て、解決する。服務（＝教職員の勤務につい
ての規律）管理は、区教育委員会と校長が行
うが、服務的処分（＝戒告、減給、停職、免
職）等は、東京都教育委員会が行い、処分を
公表している。区教育委員会では処分事例を
プレス発表していない。 

 
 
 

 
 
 

 

◇タブレットについて 
Ｑ:①文科省提示の 3 種から、なぜ、 
ⅰPad を選定したか。②文科省か 
ら端末 1 台に 45,000 円の補助金 
が出ているはず。購入費はこれを上回 
っているのか。③校内では、LTE（注） 
でなく、Wi-Fi で使うのか。また、自宅 
では、Wi-Fi に接続できるのか。  

 
 
 

Ａ:①直感的に子どもたちが使いやすい。また、
教育コンテンツ、アプリが非常に充実してい
る。②上回っている。上限の 45,000円の補
助金が出ている。③導入する iPad は、LTE
回線で校外でも使える。月当たり 7ギガの 
容量。校内では、無線 LAN利用。↗ 

  
  
 

 

 
◇接種券発送、自治体急ぐ 

国の大規模接種ｾﾝﾀｰ設置受け、自治体混乱 

防衛省が都内に「自衛隊大規模接種ｾﾝﾀｰ」を設置し、 
5/17 から予約を開始することを受け、接種券発送 
の前倒しを決める自治体が相次ぎました。品川区 
は、５月下旬に接種券（65～74 歳対象）を発送予 
定でしたが、5/14 に発送しました。担当者は、「65 
～74 歳の約 4 万人へ接種券が届かないとｾﾝﾀｰでの 
予約で不利益となるので 70 人体 
制で急遽対応しました」とのこと。 
☆区の迅速な対応を評価します。 
 

 

ちょっとした話ながわ 

◇高校入試の出題範囲 
Ｑ:今年 2 月の入試は、都立高、私立高 
 と出題範囲がばらばらだったが。 
 
 
 

Ａ: 都立高は内容を制限したが、区の 9 
年生への指導内容は十分学習が進んでいた。
私立高は各学校判断で範囲等が勘案された
が、指導計画上進行したと把握できている。 

 

 
 

 
 

 


