
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高 事 

 

☆☆ 品川区イズ 606☆☆ 
◇学童（小学生）野球 

  つぎの学童野球に関するものの 
うち正しいものを選んで下さい。 
①ホームベースのサイズは、小学生 

用、中学生用、高校生以上用の 3 種類ある。 
②2022 年度より学童（小学生）野球のホーム

ベースのサイズが大きくなる。 
 ③現在、試合は６回（ｲﾆﾝｸﾞ）制

（４年生以下は５回制）である。 
 ④点差が開きすぎるので 2022

年度から 4 年生以下は、盗塁
禁止。   ◎難易度☆☆☆ 

 
 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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2022 年 1、2 月 

務所 橋しんじ 

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。 
 

2019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。2007 年初当選（2541 票）、
2011 年 5232 票（１位）。2015 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！ 
 
 

高橋しんじプロフィール 

 
しがらみのない無所属 

11/25 に第 4 回定例会本会議で一般質問を
しました。スペースの関係で一部のご報 
告です。少し専門的でわかりにくいところ
もありますがご了承下さい。Ｑ:私の質問  
Ａ:区側答弁 ☆私のコメント  ◎予算額 

 

 

↗一貫教育による円滑な接続、学校選択制等、
本区独自の取り組みによる効果と捉えてい
る。b. これまでも個別に対応してきている。
c. 令和３年 10 月末現在、40 名の利用者。う
ち在籍校に復帰したのは３名。d. 現時点での
都への申請は考えていない。 
☆①b.学習活動以外の学校行事や教育活動で
のオンラインなどタブレットの活用は、学校間で
取り組みに差があります。学校現場任せではな
く、教育委員会が適切なバックアップをして、
学校間の教員の指導に差が生じないように求
めます。②d.現行のマイスクールとは指導内容
の異なる不登校特例校の設置を求めます。 

 
 

◇教育について  
①【オンラインの活用】a.学習活動、 
b.それ以外の学校行事や教育活動 
で、オンライン活用の成果と課題。 

②【不登校対策】a. ここ数年間の小 
中学校、義務教育学校の不登校者 
数の変遷と教育委員会の分析は。 
b.マイスクール（注）の対象は発達障害
が背景にある児童生徒にも広げるべき。 
c. マイスクール八潮における利用者数、
在籍校に復帰できた児童・生徒の人数 
ｄ.大田区の不登校特例校（注）など教育
課程特例制度施策の導入を。 

キーワード        ◇マイスクール 
＝主に心理的な要因 

等により、不登校やその傾向にある児 
童・生徒に自発的な学習やその他の 
活動の場を提供する。八潮、五反田、 
浜川の３ヶ所がある。◎1 億 1,434 万円 
◇不登校特例校＝文科省の指定により、不登校

の生徒に配慮した教育課程を編成している
学校。年間総授業時間を規定より 1～2 割抑
える、学年の枠を超えたクラス編成をするな
ど、特別の教育を行う。 

（例）大田区立御園(みその)中学校みらい教室 
⇒池上図書館の建物内にある分教室。定
員は１学年に８人。３学年で合計 24 人 

Ａ: ①a.コロナ禍で登校できない児童・生
徒に対し、教室をオンラインでつなぐ
スタイルで授業を実施する取り組みが
進んでいる。b. 全ての教育活動を通し
て、タブレットという新たなツールを
活用した改善を行っている。  
②a. 区では国や都と同様に増加傾向
にあるが、出現率においては低い割合。
市民科での相手を大切にする指導や↗ 

 

ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ 
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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！ 

 
 

 

 
 

発行者：高橋慎司 Tel０３-５７４２－６８６４ 

〒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)。 

 
 
 
 
 

 
ちょっとした話ながわ 
は 

 

 

クイズの答え:②中学生以上用と同じサ
イズになる。ｽﾄﾗｲｸｿﾞｰﾝを広めることで
投手の球数を減らし、負担の軽減や試 
合時間の短縮につながる。品川区の少 
年野球ｸﾞﾗﾝﾄ （゙勝島ｸﾞﾗﾝﾄﾞ、子どもの森
公園、鮫洲ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）はﾎｰﾑﾍﾞｰｽを交換予
定。①幅：学童 38.1 ㎝。中学生以上用
（高校生・大人も）43.2 ㎝。③現在 7
回制。2022 年度から 6 回制導入、4 年
生以下の５回制は変わらず。④誤。 

  

Ａ:①a.各学校が地域の特色や人材を活
用した事業を展開し、地域総がかりで
児童・生徒を育てていく体制を確立す
ると考えている。b.勤務条件が厳格だ
が期末手当（＝ﾎﾞｰﾅｽ）の支給が可能。
②利用機会が完全に失われるわけでは
ないので制度の中で柔軟に対応する。
③施設ごとの範囲や規制の考え方など
整理すべき課題が多い。☆設置を！！ 
 

 
 

 
 

 

 

Ａ：運河を挟んだ東西の回遊性の向上や災
害時の避難ルートになるなど防災性の
向上にも寄与する。同時に、運河の遊歩
道、「しながわ花海道」の整備や、新浜川
公園の再整備を実施し、地域の魅力向上
に向けた取組を進めていく。整備では、
国の補助金を可能な限り活用する。 

 
置。 

Ａ: 提案の内容も参考に品川の 
文化・スポーツのコンテンツ 
を生かした事業に取り組み、 
地域の活性化につなげる。 

 

 

◇教育・子ども施策 
①【コミュニティスクール】 
a.今後の方向性。 
b.学校地域コーディネータ 

ーは会計年度任用職員（注）で 
ある。そのメリットとデメリット。 

②【特別支援教室】特に情緒面に困難を抱えて
いる児童・生徒への支援は「原則の指導期間
１年」という都のガイドラインにこだわら
ず柔軟に対応するべきである。 

③【キッズ・ゾーン】保育所等が行う散 
歩等の安全確保のためのキッズ・ゾーン 
はなぜ設置が進まないのか。今後、区で 

実際に設置される見込みは。 
 

 

 

◇立会川・勝島地区の 
まちづくりについて 

     「（仮称）勝島人道橋」が完成す
ることのメリットは。 

 
 
 
 

◇文化・スポーツ施策 
地域を活性化する日本発 

祥のスポーツ「武道」を生かし 
た「品川版武道ツーリズム」や「BUDO
×文化×歴史体験ツーリズム」という、
文化・スポーツ・観光を融合したツー
リズムの事業化を。 
 

☆今回の私の各質問・提案に対して、区の前向きな
答弁（例：「前向きに検討する」等）は、少なかったので
すが、今後も粘り強く建設的な提案をして参ります！ 
   

 

◇区立山中小学校、受賞！ 
山中小学校(大井 3 丁目)が「住みよい地球 全国

小学生作文コンクール 2021」の学校奨励賞を受賞。
1/11 に同校で表彰式が行われました。このコンク
ールは、作文を通して子どもたちに地球環境を考え
てもらうことを目的に、岩谷産業株式会社(東京本
社：港区)が主催。文科省・環境省・全国連合小学校
長会などが後援し、今年度は 693 校から 6,922 作
品の応募がありました。学校奨励賞は、優秀な作品
を多数応募した学校に贈られるもので、山中小を含
めた3つの小学校が受賞。山中小は初応募で初受賞。     

     参考：区 HP1/11 
 

区 政報告 
 №６０６  2022 年 1、２月 

注 コミュニティスクール ◎9,637 万円 
＝保護者、地域住民、学識経験者等が学校

運営に積極的に参画する仕組み。各学
校に学校地域コーディネーターを配置
し、学校支援のコーディネートを行う。 

注 会計年度任用職員 
 ＝法改正により非常勤職員などの名称が

変わり、待遇も改善。勤務時間、給与等
の待遇は、各自治体で決める。 

≪その他の質問≫ 一部です 
ℚ:新庁舎建設財源（約 400 億円）について。 
  新庁舎建設基金条例の制定を 
ℚ:監査について。 
  区民にわかりやすくという観点から HP

の「監査ページ」のさらなる充実を 
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