区内開催競技 1 ﾁｰﾑ何人？

No.

2020 年東京五輪では、区内で、３
競技（ホッケー・ビーチバレー・ブラインド
サッカー【※ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ】）が開催されます。
それぞれの競技の１ﾁｰﾑの出場選手数による
次の計算をして下さい
難 ☆☆☆
[ホッケー]＋「ビーチバレー」
＋[ブラインドサッカー]＝？人

399

2016 年 8 月

品川区議会議員
無所属

ｵﾝﾗｲﾝ英会話の相手は…
区立浜川中と大崎中では、全員にﾀ
ﾌﾞﾚｯﾄﾊﾟｿｺﾝを貸与。8 年生（中学 2 年生）は、
英語科の授業でそのﾊﾟｿｺﾝを活用して現地の
外国人講師とﾏﾝﾂｰﾏﾝでｵﾝﾗｲﾝ英会話を実施
し、英語のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力を育成しています。
さて、どこの国とのｵﾝﾗｲﾝでしょうか。
①ｱﾒﾘｶ ②ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
③ｲｷﾞﾘｽ ④ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
⑤韓国 難 ☆☆☆

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

「品川区イズ」の総集編です。
全問正解目指して頑張ってください！

区の管理職、女性の割合
品川区の女性管理職（部長・課長）
の割合は？ 難（難易度）☆☆☆
①３％ ②８％ ③１３％ ④２３％

年齢ごとの人口は…

難☆☆☆☆
2016/1/1 現在の 20 歳は、2541 人。次の年齢
の品川区内の人口を多い順に並べ替えて
下さい。 ①０歳 ②20 歳（2541 人）
③30 歳 ④70 歳

施設の年間運営費は？ 難☆☆☆
次の施設の年間運営費を選んで下さい。
① 区立保育園 1 園あたり（全 37 園）
② 児童センター１館あたり（全 25 館）
③ すまいるスクール１ヶ所あたり （37 小学校）
a 約 2 億 300 万円 b 約 4500 万円
c 約 3000 万円
☆☆☆☆
◇◎難易度
高校生がなりたくない職業⁉
全国高校 PTA 連合会などによる『高校生と
保護者の進路に関する意識調査 2013』で「なり
たくない職業」の質問。そのﾍﾞｽﾄ３（ﾜｰｽﾄ３？）
を選んで下さい。
難 ☆☆☆
①ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ ②政治家 ③教師 ④医師・歯
科医師・獣医 ⑤主婦・主夫 ⑥公務員
⑦技術者・研究者⑧保育士・幼稚園教諭

品川区議会ブカツ（部活）!
品川区議会では、議員同士の親睦目的
で部活があります（自由参加）。次の部のうち、
区議会にないものは。難 ☆☆☆
①野球部 ②釣魚（ちょうぎょ）部
③囲碁部 ④将棋部
⑤ゴルフ部 ⑥カメラ部

駅と所在地
次の駅名と所在地
のうち、誤っているものを選
び、正しい所在地にして下さい。
①ＪＲ板橋駅－板橋区
②ＪＲ目黒駅－目黒区
③ＪＲ中野駅－中野区
④ＪＲ品川駅－品川区
難 ☆☆☆
◎難易度☆☆

品川区に隣接区はいくつ？
品川区の隣接
区数を選び、具体的な
区名をお答え下さい。
①２区 ②３区
③４区 ④５区
難

☆☆☆

置き去り京急車掌、猛ﾀﾞｯｼｭ！
京浜急行電鉄で、昨年 10/14、駅で電車に置
き去りにされた車掌が、並走する道を革靴の制
服姿で次の駅まで電車を猛追。追いついて約５分
遅れで運行を再開させた。どこの駅までﾀﾞｯｼｭ
したでしょうか？難 ☆☆☆
①品川
⇒北品川
②北品川 ⇒新馬場
③青物横丁⇒鮫洲
④鮫洲
⇒立会川
いかがでしたか？ 写真は無関係です
答えは裏面にあります。「品川区
イズ」は品川ネタ満載で『しんじ
新聞』に毎週掲載しています。

④部課長は、全部で 78 人。女性管
理職は、18 名で 23％。23 区中で
この割合は高く、上位に位置（品川区人事
談）。☆数値ありきではなく、取り組みを進
めるための目標設定が重要。
③30 歳 7005 人⇒①０歳 3642 人⇒
④70 歳 3033 人⇒②20 歳 2541 人。
10 歳 2395 人、40 歳 6998 人、50 歳 5667 人、
60 歳 3784 人、80 歳 2819 人です。☆0～5 歳
の増加で区の子育て・教育施策も見直しを

①a 2 億 300 万円 ②ｂ 4500
万円
③c 3000 万円 ☆それぞ
れ、多額の経費（＝税金）が使われ
ています。適切な運営かどうかのﾁｪｯ
ｸをしていきます。(26 年度決算額)
1 位/ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ、2 位/政治
家、何年もベスト（ﾜｰｽﾄ）３入りで
す。自戒します。反省！3 位/教師、4 位/医
師・看護師・獣医、5 位/主婦・主夫
【就きたい職業】1 位/公務員、2 位/教師、
3 位/看護師、4 位/保育士・幼稚園教諭、
5 位/技術者・研究者

④フィリピン。28 年度予算⇒オンライン
英会話実施（ﾀﾌﾞﾚｯﾄﾊﾟｿｺﾝ利用 2 校、LL
教室利用 2 校）750 万円。☆生徒の興味を喚起し
てます。英会話力向上につなげることを求めます
②ＪＲ目黒駅は、品川区上大崎にあります。
明
明治時代に今の山手通り付近に設置しよ
うとしましたが、近隣農民の反対などで現在の場
所に設置されたという説があります。④ＪＲ品川駅
は、港区高輪にあります。明治時代に品川宿付近
（現：品川区北品川）に設置されなかった理由は
諸説あります。
④５区。大田区・港区・目黒区（西側が
隣接）・渋谷区（上大崎がわずかに
隣接）・江東区（東京湾を渡り、お台場の端の「船
の科学館」がある都立潮風公園は品川区。東京
五輪でﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ会場になります）です。
②北品川⇒新馬場。10/14 午前 0
時 10 分ごろ、川崎行最終列車
（普通列車）の車掌が、北品川駅でｱﾅｳﾝ
ｽ用のﾏｲｸをﾎｰﾑに落とし、拾っている間に
電車が発進。約 700ｍ離れた新馬場駅ま
で、線路と並行する第１京浜国道（国道
15 号）をﾀﾞｯｼｭ。車掌は 21 歳、乗務歴
は 1 年程だったという。

④将棋部 各部には 5 名～20 名
が参加。親睦を深めています。部員（各議
～あなたは何問正解できましたか？～
員）の部費で活動しています。区の補助金
（＝税金）は、使っていません。私は、野球部。 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！
②ﾎｯｹｰ 11 人＋ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ２人＋
4～6 問正解…好きです♪品川 これでもすごい！
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ５人＝18 人で
す。ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰは、潮風公園（東
0～3 問正解…品川勉強中
まだまだこれから！
八潮 1・2 丁目）、ﾎｯｹｰとﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
☆今後も『品川区イズ』をお楽しみ下さい！
ｻｯｶｰは、大井ふ頭中央海浜公園
過去のクイズは、ＨＰでご覧いただけます
（八潮４丁目）で開催予定。

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

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』をお届け
いたします(送料は当方で負担します)

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。

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

