
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    

    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

No.191 

2011201120112011 年年年年 8888 月月月月    

 
 

「品川区イズ」の特集号です。 

全問正解にチャレンジ！ 

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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！

品川区役所品川区役所品川区役所品川区役所でででで正規職員正規職員正規職員正規職員としてとしてとしてとして働働働働くくくく    

ためのためのためのための基本的基本的基本的基本的なななな仕組仕組仕組仕組みみみみは？        

① 品川区が独自で行う採用試験 

を受験して合格する。②国家公務員

試験に合格して品川区勤務の希望を出す。 

③東京都の職員採用試験に合格して、品川

区勤務の希望を出す。④23 区で働く職員の

合同採用試験に合格し､品川区勤務を希望。

ＳＦ作家星新一氏の父星一（はじめ）氏

が 1910（明治 43）年に創業した星製薬株

式会社のビル（工場）が品川区にありまし

た。さて、その跡地には、現在何が建って

いるでしょうか。                
①イトーヨーカドー大井町店（大井１丁目） 

②きゅりあん（ヤマダ電機）（東大井５丁目） 

③五反田 TOC（ティーオーシー西五反田７丁目）

 

2010 年 11 月 13 日、ニュー『龍馬像』

の除幕式が、京急立会川駅近くの 

区立公園で開かれ、多くの人で賑 

わいました。さて、新たな龍馬像です 

が、その足元はどうなっているでしょ 

うか？ ①裸足  ②サンダル  

③ブーツ ④草鞋（わらじ）    

1867（慶応３）年 10 月 31 日、京都

へ向かう新撰組の土方歳三が 31 人の仲 

間とランチした立場茶屋が東海道の今の南品川

３丁目にありました。次のどれでしょう。※立

場茶屋＝宿場間で旅人が食事等をする休息所。 

① 相模屋（土蔵相模）②大湊屋(おおみなとや)

③ 釜屋（かまや） 

JR大井町駅東口徒歩 1分に品川区立

総合区民会館があります。この施設 

は、1989（平成元）年にｵｰﾌﾟﾝし、

一般公募により、ﾗﾃﾝ語の「CURIA（ｷｭﾘｱ）」

を語源とする造語の「きゅりあん」と名付け

られました。 

さて、このラテン語の「CURIA」の意味は？

① 集会所 ② 神殿 ③ 演劇場 ④ 楽堂 

 

         品川区内品川区内品川区内品川区内のののの都立児童相談所都立児童相談所都立児童相談所都立児童相談所（（（（北品北品北品北品    

川川川川））））へへへへクレヨンクレヨンクレヨンクレヨン 15151515 箱箱箱箱等等等等ををををプレゼンプレゼンプレゼンプレゼン

トトトトしたしたしたした送送送送りりりり主主主主はははは？（？（？（？（今年今年今年今年１１１１月月月月））））    

① ２代目タイガーマスク 

②西麻布のタイガーマスク ③月光仮面 

④浦安のタイガーマスク  

⑤タイガーマスク＆アントニオイノキ  

 

りんかい線大井町駅では、6/21 から発

車ベルが劇団四季のミュージカルのテー

マ曲になりました。どのミュージカルの

テーマ曲になったでしょうか。 

① マンマ・ミーア ② オペラ座の怪人 

② キャッツ    ④ ライオンキング 

⑤ 美女と野獣 
品川神社（北品川３丁目）には、明

治時代の政治家板垣退助（土佐藩出

身）と夫人の墓があります。また、石

碑（写真下）もあり、板垣が言ったとされる

有名なセリフ、「板垣死すとも○○は、死せ

ず」の銘（佐藤栄作首相筆）があります。さ

て、○○に入る漢字２文字は？ 

①議会  ②自由 ③国民 

④憲法  ⑤民衆 ⑥大隈 

江戸時代の飢饉や津波の犠牲者、関 

東大震災の犠牲者、京浜急行の轢（れ

き）死者、品川宿の遊女、鈴ヶ森刑

場などいずれも無縁の死者の霊が供養

され、別名「投入れ寺」とも呼ばれる

旧東海道近くにあるお寺は？ 

① 品川寺（南品川３丁目） 

② 海蔵寺（南品川４丁目） 

③ 大経寺（南大井２丁目） 

④ 東海寺（北品川３丁目） 

去る 2011 年４月 24 日に行われた

品川区議会議員選挙の投票率は、

何％だったでしょうか？   

①20.6％  ②30.6％ 

③40.6％  ④50.6％   ⑤60.6％ 

いかがでしたか？ 

答えは裏面にあり

ます。『品川区イズ』

は。品川ネタ満載で

毎週掲載してます。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都品川区東大井 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：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    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 

 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

しがらみのない無所属 

平成 23 年 4 月 5,232 票のご支持をいただ

き、現在２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４月、無

所属・新人として初当選（2541 票）。 

『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定１１１１級級級級』（』（』（』（22222222 年年年年 12121212 月合格月合格月合格月合格））））    

☆初心を忘れずにガンバります！ 

③③③③：：：：1970（昭和 45）年に現在の 

ﾋﾞﾙが完成。②、現在現在現在現在のきゅりあんのきゅりあんのきゅりあんのきゅりあん

のののの場所場所場所場所にはにはにはには、、、、立会小学校立会小学校立会小学校立会小学校が 1926（昭和元）

年から 1954（昭和 29）年まであり、きゅ

りあんと丸井（現ﾔﾏﾀﾞ電気）は 1989（平

成元年）ｵｰﾌﾟﾝです。    

④④④④：：：：地元企業で銅像制作の「立

体写真像」（南大井４丁目）が半年

ががりで製作。従来（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）の龍

馬像はブーツ。新像は時代考証の結果、 

草鞋（わらじ）履きにしました。 

④④④④::::東京 23 区（特別区と呼ぶ）が特

別区人事委員会を作り、一括一括一括一括してしてしてして筆筆筆筆

記試験記試験記試験記試験・・・・面接等面接等面接等面接等をををを実施実施実施実施してしてしてして合格決定合格決定合格決定合格決定

（（（（23 年度の事務系は 8.48.48.48.4 倍倍倍倍））））。申し込み時に

第３希望までの区を記入できます。原則として

高得点順に希望区に配属されます（例外有）

③③③③：：：：南品川 3-6-52（青物横丁駅か

ら５分）。現在は品川寺の前マンショ

ン。角に記念碑が建っています。 

①は、北品川 1-22（現在はマンション）

桜田門外の変で井伊直弼を襲撃する前に

水戸浪士達が最後の酒宴を張った旅籠。 

①①①①：：：：「curia」（キュリア。ラテン語）

は、「集会所、会議場」の意味。「人

が集まり触れあうように」との願いを込

めて「きゅりあん」と名付けられました。

英語では、「法廷、ローマ教皇庁」の意

味があります。 

 

    ②②②②：①足立区、③葛飾区、④青梅 

       市、⑤中野区のそれぞれ｢ﾀｲｶﾞｰﾏｽ 

ｸ｣(?)です。他には、「ﾚｲﾝﾎﾞｰﾏﾝ」「伊

達正宗」「伊達直子」等様々な寄付者が…。

 

 

⑤⑤⑤⑤：隣接する『四季劇場 夏』 

では 6/26、「美女と野獣」の国内 

4000回記念公演を迎えました。 

上り線（新木場行）は、劇中曲「ﾋﾞ― ｱﾜ

ｹﾞｽﾄ（おもてなし）」、下り線（大崎行）は、

「美女と野獣」です♪♪ 

②②②②：1882（明治 15）年、岐阜で遊

説中に暴漢に襲われた時の言葉とい 

われていますが、正確には「吾死するとも自

由は死せん」と言ったといわれています。 

☆諸説あります。 

②②②②：：：：京急新馬場駅近くにありま

す。お参りすると頭痛が治るとい

う「頭痛塚」もあります。関東大

震災の犠牲者の供養塔があります。 

   ③③③③：：：：前回の区議選（平成 19 年）の

投票率が約 41.6％なので、前回に比

べて約１％投票率が下がりました。 

区政という地方自治（地方政治）は、 

『最も身近な政治』です。ぜひ、興味と関心

をお持ち下さい！ 

～あなたは何問正解しましたか？～ 

10問正解 …「品川区イズ王」 脱帽です！    

7～9問正解…かなりの品川通！ お見事！ 

4～6問正解…好きです♪品川 これでもすごい！ 

0～3問正解…品川勉強中  まだまだこれから！ 

 ☆今後も『品川区イズ』をお楽しみ下さい！ 

 過去のクイズは、ＨＰでご覧いただけます 

 

 

 

 

 

発行所 無所属 品川 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都品川区東大井 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：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    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 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    

    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

 

しがらみのない無所属 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

2011 年、人口増加の多い自治体は？ 

（8/9総務省発表 2011.3月時点で前年比） 

 自治体自治体自治体自治体    人口人口人口人口    増加数増加数増加数増加数    

１１１１    Ａ 約 45 万 5,692 

２２２２    世田谷区 約 84 万 4,170 

３３３３      Ｂ 約 20 万 3,966 

４４４４    Ｃ 約 12 万 3,374 

５５５５    西東京市 約 19 万 2,755 

６６６６    Ｄ 約 35 万 2,639 

問：Ａ～Ｄに選んで入れてください。 

①品川区 ②港区 ③北区 ④江東区 ⑤中央区 

 

平成 23 年 4 月 5,232票のご支持をいただ

き、現在２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

４月、無所属・新人として初当選（2541 票）。

『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定１１１１級級級級』（』（』（』（22222222 年年年年 12121212 月合格月合格月合格月合格））））    

☆初心を忘れずにガンバります！ 

No.192 

2011201120112011 年年年年 8888 月月月月    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【【【【委員委員委員委員】】】】学識経験者  ２ 

    区内団体関係者２ 

    区民（公募） ３ 

    区議会議員  ５ 

【【【【進進進進めめめめ方方方方】】】】    ◎◎◎◎1111 事業事業事業事業あたりあたりあたりあたり 45454545 分分分分    

  区の事業担当課長が事業内容説明 

 ⇒委員と区の担当課が質疑応答 

 ⇒委員による討議⇒評価結果のまとめ 

【【【【評価評価評価評価】】】】※※※※区区区区のののの最終判断最終判断最終判断最終判断とはなりませんとはなりませんとはなりませんとはなりません 

〈基準〉事業の必要性・代替性・効率性 

〈方向性〉 

Ａ＝拡充 ：今後も拡充が必要 

  Ｂ＝継続 ：現在の事業水準を維持 

  Ｃ＝見直し：事業の手法等を見直す 

  Ｄ＝廃止 ：事業を廃止 

【事業評価結果】※一部報告 

１．結婚サポート事業 

 区が事業者を選定し、区内未 

婚者の出会いの場を設定する。 

〔〔〔〔事業費事業費事業費事業費（（（（22222222 年度年度年度年度、、、、以下同様以下同様以下同様以下同様）〕）〕）〕）〕    

        約 218 万円 

〔〔〔〔評価評価評価評価〕〕〕〕Ｃ（見直し）＝事業の目的・実施方

法を十分に検証し、工夫を図ること。 

 ☆「区がやるべき事業なのか？目的がず

れてきた」などの意見がありました。 

２．図書館の運営 

〔〔〔〔事業費事業費事業費事業費〕〕〕〕13 億 3171 万円 

うち人件費５億 3388 万円（40.7％）

〔〔〔〔評価評価評価評価〕〕〕〕Ｂ（継続）＝運営にかかるｺｽﾄを

十分意識し、より良いｻｰﾋﾞｽ提供を目

指し、一層の工夫に努めること。 

☆区の内部評価は「委託の拡大等運営 

体制の更なる効率化を」でした。 

３．児童ｾﾝﾀｰの運営 

〔〔〔〔事業費事業費事業費事業費〕〕〕〕11 億 2435 万円 

  うち人件費６億 1553 万円（54.74％） 

〔〔〔〔評価評価評価評価〕〕〕〕Ｂ（継続）＝基本的な機能・役割を

新しい状況に応じて見直しし、ｺｽﾄを十分

検証すること。勇気をもって見直しを。 

 ☆ｾﾝﾀｰの事業は０～18歳までで、在宅子

育て支援、中高生支援の強化が必要です。

また、区の内部評価は、「委託の拡大など

で運営の効率化」を求めていました。 

☆品川区では平成 22 年度に全事務事業

（区の仕事。875 件）を対象にその必要

性をｾﾞﾛﾍﾞｰｽから評価し、見直しを行いま

した（＝事務事業評価といいます）。 

23 年度は、区民の視点に立つために区

民参加で 7/31,8/6 に８つの事業について

行政評価委員会を開催しました。傍聴し

ましたのでご報告します。この委員会は、

『事業仕分け』をｲﾒｰｼﾞして頂けるとよい

と思います。区は、この評 

価を参考に事業を見直します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 無所属 品川 
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〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

クイズの答え:Ａ④江東区、Ｂ②港

区、Ｃ⑤中央区、Ｄ①品川区。湾岸

部・都心部の増加が目立ちます。

北区は、減少数東京都１位（1,117

人）。他に中野・板橋・杉並区が減

少区です。 

 

 
今週の書架 

☆☆☆☆『『『『工場見学工場見学工場見学工場見学    首都圏首都圏首都圏首都圏』』』』    

（（（（昭文社昭文社昭文社昭文社ムックムックムックムック    838838838838 円円円円））））    

モノ作りの現場を見学する時のガイドブッ

ク。お子様とどうぞ。『食品・飲料のﾜﾝﾀﾞｰﾗ

ﾝﾄﾞ』のﾍﾟｰｼﾞでは、キューピー、崎陽軒、味

の素などの工場や大人向けにはﾋﾞｰﾙ工場・

清酒工場が。『京浜工業地帯』では、今人気

抜群の工場夜景ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾙｰｽﾞの紹介も

（これはﾃﾞｰﾄｺｰｽ？）。そして、自動車工場・

航空機整備工場・印刷工場・化粧品工場な

どなど。『工場見学』は、勉強にもな 

り楽しいことから人気です。この本 

以外にもたくさん書店に並んでます。 

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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！

 

 
ズ

☆第４回 大井フェスタ 大井町駅前中央通り他 

 ◇8/27(8/27(8/27(8/27(土土土土),28(),28(),28(),28(日日日日)11:00)11:00)11:00)11:00～～～～16:3016:3016:3016:30 

  27 日 ｽﾎﾟｰﾂ系イベント 

     ・青空卓球、品川ﾌﾟﾛﾚｽ 

     ・FC 東京 選手ｻｲﾝ会 

28 日 文化系イベント 

     ・音楽と踊りのステージ 

     ・在品川大使館との交流 

両日  ・東北６県による物産店 

        ・子どもフェスタ（白バイ・消防車展示等） 

☆第 57 回 大井どんたく  

 ◇8/27(8/27(8/27(8/27(土土土土)17:30)17:30)17:30)17:30～～～～19:0019:0019:0019:00 大井町駅前中央通り 

  親子で踊ろう!盆踊り♪ 

床下で「ニャ～」 通勤列車止める 

ＪＲ東日本東京支社によると、8/1（月）午

前 6:57 頃、ＪＲ京浜東北線の鶴見－川崎駅間を

走行している磯子発大宮行き列車の車掌から

「床下から猫の鳴き声がする」と司令室に通報

があり、蒲田駅で駅員が確認したところ最後部

車両の床下につりさがった箱の上に

約20㎝の黒色の子猫が見つかり、保

護した。計 15 本に最大 22分の遅れ

が生じ、約 2万 3千人に影響が出た。

同支社は、「あまり聞いたことのな

いｹｰｽ」という。（8/2 東京新聞） 

 

 

政務調査費収支報告政務調査費収支報告政務調査費収支報告政務調査費収支報告    

☆政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費は、会派ごとに支給されます。私

の所属する無所属品川は、議員６人で構成し

ています。平成 23年 5～6 月分の収支内訳を

次の通りご報告いたします。政務調査費は、

３ヶ月ごとに支給され、収支を３ヶ月ごとに

区議会議長に報告しますが、23年度は、4 月

に選挙があったため 5 月ｽﾀｰﾄとなりました。

  今回は、2ヶ月分のご報告をいたします。

 

支出支出支出支出のののの一部一部一部一部のごのごのごのご説明説明説明説明    

【【【【調査調査調査調査研究研究研究研究費費費費】】】】    

    岩手県宮古市・釜石市視察 

【【【【研修費研修費研修費研修費】】】】    

『議員力検定１級合格者の会』他 

☆平成 19年からこの『区政報告』の中で政務

調査費の項目別支出額の公開をさせていた

だいております。なお区議会 HP で会派ごと

の収支報告を公開しています。ご覧下さい。

 

【【【【支出支出支出支出】】】】            （単位：円） 

調査研究費調査研究費調査研究費調査研究費（（（（調査調査調査調査・・・・視察費視察費視察費視察費・・・・交通費等交通費等交通費等交通費等））））    61,358 

研修費研修費研修費研修費（（（（研修会参加費研修会参加費研修会参加費研修会参加費・・・・交通費等交通費等交通費等交通費等））））    23,054 

会議費会議費会議費会議費（（（（会議開催経費会議開催経費会議開催経費会議開催経費・・・・参加費等参加費等参加費等参加費等））））    0 

資料費資料費資料費資料費    ((((書籍書籍書籍書籍・・・・新聞新聞新聞新聞・・・・雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・資料購入費等資料購入費等資料購入費等資料購入費等))))    50,246 

広報活動費広報活動費広報活動費広報活動費（（（（広報印刷費広報印刷費広報印刷費広報印刷費・・・・送料送料送料送料・・・・交通費交通費交通費交通費））））    130,912 

事務費事務費事務費事務費（（（（事務用品機器購入費事務用品機器購入費事務用品機器購入費事務用品機器購入費・・・・HPHPHPHP 維持費等維持費等維持費等維持費等））））    106,733 

人件費人件費人件費人件費    ((((政務調査活動補助政務調査活動補助政務調査活動補助政務調査活動補助アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト代等代等代等代等))))    50,000 

合合合合計計計計    422,303 

 

【【【【歳入歳入歳入歳入】】】】平成平成平成平成 23232323 年年年年５５５５月月月月～～～～６６６６月月月月（単位：円）    

政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費：：：：会派会派会派会派にににに支給支給支給支給    

（（（（19191919 万円万円万円万円××××６６６６人人人人××××２２２２ヶヶヶヶ月月月月））））    

6,840,0006,840,0006,840,0006,840,000    

▽▽▽▽23232323 年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額    議会費議会費議会費議会費－－－－政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費））））    

19191919 万円万円万円万円××××12121212 ヶヶヶヶ月月月月××××議員数議員数議員数議員数（（（（40404040）＝）＝）＝）＝9120912091209120 万円万円万円万円    

ちょっとした話ながわ 


