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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

「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！
女将（おかみ）のお名前は？
写真は、京急大森海岸駅近
くにある置屋「まつ乃家」の芸者さん。
10 歳からお座敷を手伝った。名前は？7
①かつ乃②まめ菊③とし花④栄太朗
難 ☆☆☆☆
大井第一小学校の学級名？
区立大井第一小学校（大井６丁目）の学級(ｸﾗ
ｽ)名は、特色があります。現在は、「松」「竹」
「梅」
「月」の４ｸﾗｽ。1958（昭和 33）年には
生徒数 1933 人で１学年７ｸﾗｽでした。当時、
４ｸﾗｽは現在と同じ名前。残りの３ｸﾗｽの名前
は？①雪②花③星④風⑤海⑥空 難☆☆☆☆
運動会の組体操、何段までＯＫ？
組体操のﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞは、運動会の華。児
童・生徒の協力の結実として、感動を呼んでい
ます。しかし、全国各地で事故が発生している
のも事実です。28 年度、品川区
教育委員会では、高さの制限を何
段までとしたでしょうか。①２段
②３段③４段④５段 難☆☆☆
文学作品と品川区
文学作品と作品中に登場する品川区
の地域の組み合わせのうち、誤っているのは？
すべて正しい場合は⑥と答えて下さい。
難 ☆☆☆☆
①『品川猿』（村上春樹）－品川区役所
②『時代屋の女房』（村松友視）－大井
③『泪橋』（なみだばし）』（同上）－立会川
④『仕掛人－藤枝梅安（ばいあん）殺しの四
人』（池波正太郎）－現在の平塚周辺
⑤『ピカ☆ンチ』（河原雅彦）－八潮団地
区内官公署は、どれでしょう？
区内には、警察署・消防署があります（管
轄は、警視庁、消防庁）。品川区内に無いものは
どれでしょうか？
難 ☆☆☆☆
①品川警察署②大崎警察署③大井警察署④荏原
警察署⑤八潮警察署 ⑥品川消防署⑦大崎消防
署⑧大井消防署⑨荏原消防署⑩八潮消防署

自衛隊の災害派遣要請は
しながわ中央公園（区役所前）は。
災害時にﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの離着陸が可
能。災害時にﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ等、自衛
隊への「災害派遣の要請」が
できるのは？すべてできる場
合は、⑤と答えて下さい。
①品川区議会 ②品川区長
③横浜市長 ④東京都知事 難 ☆☆☆☆
国の補助金・都の補助金
次の事業を区が行う際に国からの補
助金が交付されない（＝東京都の補助金や品
川区の自前のお金で行う）のは？２つあり。
①区立小中学校改築 ②区営住宅建替え
③私立保育園新設 ④区立保育園新設･改築
⑤特別養護老人ホームの建設
難 ☆☆☆☆☆
タモリ氏、どの選挙に立候補できる？
タモリさんは、目黒区在住。目黒区に住民票
があると仮定して、次のどの選挙に立候補で
きるでしょうか？
①品川区議会議員 ②品川区長
③東京都議会議員（選挙区：品川区）
④衆議院議員選挙（東京 3 区＝
品川区、大田区の一部、島しょ）
⑤参議院議員選挙（選挙区：福岡県）
難 ☆☆☆☆
都議選に投票できる 18 歳って？
都議会議員選挙が 6/23 告示（＝選挙ｽﾀｰﾄ）、
7/2 投票日で実施されました。次の日が 18
歳の誕生日の人のうち、7/2 に選挙権がある人
を選んで下さい。複数あります。難☆☆☆☆
①Ａさんは、6/23 生れ
②Ｂさんは、7/ 1 生れ
③Ｃさんは、7/ 2 生れ
④Ｄさんは、7/ 3 生れ
⑤Ｅさんは、7/ 4 生れ
国会議事堂内の銅像は３つ
国会議事堂の中央広間には日本の憲政に貢
献した３人の銅像があります。品川区に関わり
のある次の 4 人のうち 2 人の銅像があります。
誰でしょうか。
難 ☆☆☆☆
①板垣退助－品川神社裏に墓所
②伊藤博文－西大井に墓所。
③岩倉具視－海晏寺（かい
あんじ。南品川）に墓所。
④尾崎行雄－北品川に邸宅
があった。
いかがでしたか？難問ばかり？
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栄太朗さん（30）実は、男性。
23 歳の時、先代の母が亡くなり置
屋（注：宴会等に芸者等を派遣する家）を
継ぐ。女形（おやま）芸者（男性の芸者）
は、珍しい。鈴ケ森小時代、地域の少年野
球ﾁｰﾑ（鈴ヶ森ﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ）で活躍。

④区立保育園の新設・改築。これは、都
の補助金もありません。全額区の負担で
す。また、区立保育園の毎年の運営経費も国・都
の負担金（補助金）がなく、全額区の負担です。
⑤特別養護老人ホームの建設も国の補助金はあ
りません。建設は区の財政状況が影響します。

①雪②花③星 1958 年当時は全
35 ｸﾗｽという大規模な小学校。現
在も区で最も児童数の多い小学校。ちなみ
に宝塚歌劇団は花組・月組・雪組・星組・
宙（そら）組の 5 組♪

②③④⑤です。②首長（区長、市長や都
道府県知事）は、日本のどこに住んでい
ても立候補できる。③東京都に住んでいれば、都
内のどの区（市）にも立候補できる。④⑤日本全
体のことを国会で話し合うので、②同様、住所に
関係なく、どこの選挙区にも立候補できる。①品
川区議会議員は品川区に住所がないとダメです。

②３段。実施の有無は校長判断。
高さ⇒ピラミッド系３段、タワー
系（肩車、サボテン、飛行機等）２段以内。
高くて大がかりなもの（例：６段など）は、
実施できなくなりました。

①・②・③・④（＝7/3 生れは民法で
７/2 に満 18 歳になるとみなす）の人
が 7/2 の投票日に投票できます。4/1 生まれの
人までが同学年となるのと同じﾙｰﾙです。※期日
前投票・不在者投票は他に細かなﾙｰﾙがあります

⑥すべて正しい。①主人公は品川
区の下水道に潜伏していた猿に名
前を盗まれた女性。②直木賞受賞作。③立
会川周辺は、現在も作品中の雰囲気が残っ
ています。④主人公・梅安の住居は、品川。
⑤嵐初主演で映画化されました（井ノ原快
彦（V6）の青春時代を元に作られた作品）。

①板垣（大臣を歴任）。②伊藤（初代
内閣総理大臣）の 2 人。 3 人目の銅像は、大
隈重信。銅像がのっていない台座が 1 つあるこ
とも有名。その理由には、様々な興味深い説が
あります。③岩倉具視（ともみ）－右大臣等
を歴任。④尾崎－「憲政の神様」。衆議院議
員を 63 年間も！務める。

⑤八潮警察署 八潮地域の管轄
は、東京湾岸警察署（江東区青海）
です。⑦大崎消防署。品川消防署の出張所
として東品川、五反田、大崎出張所があり
ます。⑩八潮消防署。大井消防署の出張所
として滝王子、八潮出張所があります。ま
～あなたは何問正解できましたか？～
た、荏原消防署の出張所として戸越、小山、
旗の台出張所があります。
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自衛隊法に基づき、都道府県
4～6 問正解…好きです♪品川 これでもすごい！
知事に災害派遣要請の権限があ
まだまだこれから！
ります。②市区町村長には、ありません。 0～3 問正解…品川勉強中
☆今後も『品川区イズ』をお楽しみ下さい！
ただ、都道府県知事に対して、災害派遣
過去のクイズは、ＨＰでご覧いただけます
要請を「要求すること」は、可能です。
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☆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
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E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com
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☆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

