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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！
星野君の行動
ある出版社の小学校 5 年生の
道徳の教科書。少年野球の小学生、星
野君の試合の日の行動が教材となって
います。次のどの行動でしょうか。難☆☆☆☆
①集合時間に遅れた。②試合中、ﾐｽしたﾁｰﾑﾒｲ
ﾄに文句を言った。③高熱なのに無理をして試
合に出た。④塾があるのでｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備せずに
帰った。⑤監督のﾊﾞﾝﾄのｻｲﾝを無視して打った。
ランドセル、重すぎ??
ある大学教授が今年 4 月に
首都圏の小学生 58 人に家庭でﾗﾝﾄﾞ
ｾﾙの重さを量る調査を実施。この中
の 3 年生の 1 日の最大重量は何 kg
でしたか？3 年生の平均体重は 27 ㎏です。
① 約 5 ㎏ ② 約 7 ㎏ ③ 約 9 ㎏ ④ 約 12 ㎏
難☆☆☆☆
大井第一小学校校庭 人工芝化
区立大井第一小学校（大井 6 丁目）の
校庭が 29 年度、人工芝化されました。工事を
行った企業は、次のどのグラウンドの工事を行
った企業でしょうか。①東京ドーム②福岡ドー
ム③横浜スタジアム④阪神甲子園球場⑤
MAZDA ｽﾀｼﾞｱﾑ（広島）
難☆☆☆☆
都内公立中学 過労死ライン
東京都教育委員会は、6－7
月に公立 105 校の教員を対象に勤務
の実態調査実施。週 60 時間超の在校
の教員（教諭）は中学校では、何％？①31.9％
②37.4％③43.5％④68.2％難☆☆☆
品川区の美術館・博物館
次のうち、品川区にないも
のを選んで下さい。
①Ｏ（オー）美術館②原美術館
③森美術館④杉野学園衣装博物館
⑤建築倉庫ミュージアム
難☆☆☆☆

品川区議会議員あれこれ…
区議会議員に関する説明です。
正しいものを選んで下さい。全て誤りの場合
は、⑤とお答え下さい。
難☆☆☆☆
①３期（12 年）務めると厚生年金や国民年
金に加えて議員年金の受給資格を取得。
②１期 （４年） 務めると退職金が支給される
③国会議員のように公設秘書を区議会の費
用で議員 1 人につき 1 人まで雇える。
④政務活動費（品川区は月額 19 万円）から
新年会（立食形式）の費用を支出できる。
消防のしくみは、江戸時代にｽﾀｰﾄ!
今年 2018 年は、消防団
300 年の年です。江戸時代の享保
３（1718）年に町火消（まちびけ
し、江戸の消防制度）がつくられ、
享保５（1720）年にいろは四十八
組が編成され、本格的な町火消制度
が発足しました。この江戸の防火体制を強化
したのは、次の誰？
難☆☆☆
①遠山金四郎景元（かげもと、
「遠山の金さん」）
②水戸黄門（徳川光圀 みつくに）
③徳川家康
④大岡越前（えちぜん）
ふるさと納税、区の減収額？
ふるさと納税は、節税や被災地復興、
一部地方自治体の税収増等のﾒﾘｯﾄがある。一
方、返礼品競争過熱や特に東京 23 区等の都
市部自治体に本来入るべき税が入らない（減
収）という問題が生じています。30 年度の品
川区におけるふるさと納税による区民税（住
民税）の減収の予想は？①約 1 億円②約 3 億
円③約 5 億円④約 15 億円
難☆☆☆☆
地域に貢献、任命するのは区長？
次のうち、品川区長が任命（また
は、委嘱いしょく）するのは？すべて違う場
合は⑤と答えて下さい。
難☆☆☆☆
①町会長－地域自治のための団体、町会の長
②保護司－犯罪や非行をした人の地域の中で
の更生を任務とする。
③民生委員－地域住民の立場で相談に応じ、
高齢者などの見守り等を行っている
④消防団員－消防団に所属し、地域の防災に
努める
品川区、各課・事業のｷｬﾗｸﾀｰ
区では課や事業のｷｬﾗｸﾀｰが活躍しています。
課などとｷｬﾗｸﾀｰを結び付けて下さい 難☆☆☆☆
①しながわ図書館②環境課③地域活動課
④しながわ水族館
(A)
(B)

(C)

(Ｄ)

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！

⑤「星野君は，監督のﾊﾞﾝﾄのｻｲﾝ（監
督の指示に従うことはﾁｰﾑの作戦
でﾒﾝﾊﾞｰ全員で約束していた）を無視して打
ち，二塁打。ﾁｰﾑは勝利」結果がよければ合
意したﾁｰﾑの決まりに反してよいのか，やは
り決まりは守るべきか，星野君，ﾁｰﾑﾒｲﾄ、
監督の立場から議論させる等の指導例があ
ります。
「決まりを守ること」について考え
させる教材です。ただ、この題材の扱いに
関しては賛否両論の議論があります。
④約 12 ㎏ ①約 5 ㎏：2 年生②
約 7 ㎏：6 年生③約 9 ㎏
：1 年生重量化原因の一つは教科
書の拡大・重量化。副教材やﾌﾟﾘﾝﾄ
ﾌｧｲﾙ等の教科書以外の要素も大きい。
④甲子園球場のｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備（阪
神ﾀｲｶﾞｰｽ、高校野球の試合）でも
有名な阪神園芸株式会社（本社：兵庫県西
宮市）。早稲田実業校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ（＝王貞治記
念ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、八王子市）も施工。楽天 kobo
スタ宮城球場の施設管理も。

⑤：①地方議員年金は平成 23 年に廃止
されました。私は受給資格がありませ
ん。②退職金は議員にはありません。区長・副区
長には 1 期（4 年）ごと支給。③国会議員には、
公設秘書が３人います（最高ﾗﾝｸの秘書は、年収
約 1200 万円）。④認められる自治体もあります
が、品川区議会では、認められていません。
④大岡越前守忠助（おおおかえちぜんの
かみただすけ。江戸町奉行＝今の都知
事的な地位）。現在の消防団制度の前身の町火消
制度を整備しました。8 代将軍徳川吉宗の時代。
品川区にも消防団があります。①1840 年代に活
躍。TV ﾄﾞﾗﾏ「遠山の金さん」のﾓﾃﾞﾙ。②水戸藩
主。③1603（慶長 3）年江戸幕府を開く。
④約 15 億円！（ちなみに「すまいるｽ
ｸｰﾙ」（39 校）の年間運営費は約 11 億
7 千万円）ふるさと納税による区の減収は、27
年度 1 億 1 千万円、28 年度 6 億 3 千万円、29
年度 11 億 9 千万円です。一方、品川区へのふ
るさと納税（寄付＝増収）は、27 年度
約 30 万円、28 年度 71 万円、29 年度
110 万円にすぎません。大きな課題です。

⑤：①町会長：町会は任意団体なので、
町会員で決める。②保護司：法務大臣
が委嘱（いしょく）する。③民生委員：町会長
の推薦により厚生労働大臣が委嘱する。④消防
④68.2％ 土日の部活動に充て 団員：都知事の承認を受け消防団長が任命。そ
る時間が多く、全国調査（57.7％） れぞれ地域に貢献しています。
を上回った。①31.9％高校、②37.4％小学
①しながわ図書館⇒Ｄ:しおりち
校、③43.5％特別支援学校。副校長は小学
ゃん（本のしおり）。②環境課⇒
校 84.6％、中学校 78.6％と教員
Ａエコラ:地球環境の変化が原因で絶滅した
以上に多忙。都教委は、平日の在
恐竜。人間も同じ目に合わないようにという
校を 11 時間以内とする方針。
思いを込める。③地域活動課⇒Ｂしなぼう:
しな川のぼう犯。④しながわ水族館⇒Ｃしな
③港区の六本木ﾋﾙｽﾞにある。①大
フィン:しながわ水族館のﾄﾞﾙﾌｨﾝ（いるか）
崎ﾆｭｰｼﾃｨ内にある。品川区設立の
品川文化振興事業団が運営する美術館。②
～あなたは何問正解できましたか？～
北品川。現代美術で有名。④上大崎。杉野
10 問正解 …「品川区イズ王」 脱帽です！
服飾大学内にある。⑤東品川。寺田倉庫ﾋﾞ
7～9 問正解…かなりの品川通！ お見事！
ﾙ内にある、建築模型に特化した博物館。
4～6 問正解…好きです♪品川 これでもすごい！
まだまだこれから！
☆今後も『品川区イズ』をお楽しみ下さい！ 0～3 問正解…品川勉強中
過去のクイズは、ＨＰでご覧いただけます
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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
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

