No.

517

2019 年

８月

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！
◇
横田滋（めぐみさんの父）さんの写真展
3 月、区内小学校で横田滋写真展が開
催されました。めぐみさんがこの小学校に在籍
していた経緯から、めぐみさんご家族支援の会
（あさがおの会）が主催しました。この小学校
は？①城南小（南品川２丁目）②大井第一小（大
井６丁目）③立会小（東大井４丁目）④第二延
山小（旗の台１丁目）
◎難易度☆☆☆
「出没！アド街ック天国 大井町」
昨年 9 月のﾃﾚﾋﾞ東京「出没！アド街ッ
ク天国」は大井町特集。20 位までを放映。ベ
スト 10 の空欄は？ 選んで下さい。
1 位（①） 2 位 JR 東日本東京総合車両ｾﾝﾀｰ
3 位 （②）
4 位 阪急大井町ｶﾞｰﾃﾞﾝ
5 位 焼肉激戦区 6 位 萬来園（中華料理）
7 位 ﾔﾏﾀﾞ電機 LAB 大井町店
8 位 オーイ地下飲食店
9 位 丸高（魚すり身ﾒｰｶｰ） 10 位 （③）
選択肢 a. ｽﾎﾟﾙ品川大井町 b. 飲み処濱田
ｃ.ｷｬｯﾂｼｱﾀｰ＆四季劇場［夏］ d.ｾﾞｰﾑｽ坂
e.東小路・平和小路 ◎難易度☆☆☆☆
バイクの『陸王』
池井戸潤の小説が原作の
TBS ﾃﾚﾋﾞﾄﾞﾗﾏ『陸王』は、ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ開発物
語。米国製のﾊﾞｲｸのﾊｰﾚｲﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝは、日本企
業が正式なﾗｲｾﾝｽを得て、日本で現地生産して
いた時期（1934～59 年）があります。名は、
「陸王」。このﾊﾞｲｸを製造していたのは大井町
近郊の工場で多角経営していた企業。どれ？
①ニコン（光学機器メーカー）
②三菱マテリアル（非鉄金属メーカー）
③いすゞ自動車（自動車メーカー）
④第一三共（製薬会社）◎難易度☆☆☆☆
イルカの赤ちゃん!!
区立しながわ水族館のバンドウイル
カのティナ（ﾒｽ：推定 10 才）が昨年 7 月出産。
17 年ぶりとなるバンドウイルカの出産です。
さて、この赤ちゃんの名前は？（約 2500 通
の応募から選ばれました）①ジョニー ②メイ
③さくら
④ニーナ
◎難易度 ☆☆☆

しながわ歌留多（かるた）
品川を遊びながら楽しく学べる
『しながわ歌留多』の札の一部です。空欄に
地名を入れて下さい。数字は文字数です。
①○
に 日本一 長いエスカレーター（３）
②○
も モース博士 （２）貝塚 大発見
③○
る ﾙｰﾙを守ろう 運転免許は（２）から
④○
れ 歴史ある 大名の庭 （２）公園
⑤○
ろ 路地裏に昭和がかおる （３）
◎難易度☆☆☆☆
2020 東京五輪ﾁｹｯﾄの価格
5 月に一般ﾁｹｯﾄが販売されました。品
川区内で開催される競技は、①ホッケー（大
井ふ頭中央海浜公園＝八潮）、②ビーチバレ
ー（潮風公園＝東八潮）です。それぞれのチ
ケット価格帯を選んで下さい。
ａ．12,000～300,000 円
ｂ．5,800～108,000 円
ｃ．4,000～67,500 円
ｄ．3,500～45,000 円
ｅ．2,500～10,000 円
◎難易度 ☆☆☆☆
品川区職員の退職手当（≒退職金）
職員の構成、職員の給与、手当などが『広報
しながわ 12/1 号』で毎年公表されています。
区職員退職手当（60 歳で定年等）の一人当た
り平均支給額はどのくらいでしょうか。
参考 勤続 35 年だと支給率は、47.7 月分で
す。※あくまでモデル試算です◎難易度☆☆☆
①約 1,000 万円 ②約 1,500 万円
③約 2,000 万円 ④約 2,500 万円
教員の時間外手当（≒残業代）
公立学校教員は、基本給の４％（＝
教職調整額）があらかじめ一律に支給されて
います。これは、４つの例外的な業務におけ
る時間外手当です。逆に言うとこの４％以外
には、一般のｻﾗﾘｰﾏﾝの残業代（時間外手当）
にあたるものはありません。さて、基本給 30
万円の教員（教職調整額はこの 4％）が仮に
月 80 時間（過労死ﾗｲﾝ）の時間外労働をした
とすると、この時間外労働は時給いくらの計
算となるでしょうか。◎難易度☆☆☆
投票所に一番乗りすると…♪
どの選挙でも、投票所に一番乗りすると特
典があります。さて、次のうちどれ？
①立会人から「１番」という証明書をもらえる。
②投票用紙が機械からきちんと発行されたこ
とをカメラで撮影してもらえる。
③空っぽの投票箱をのぞくことができる。
④「投票がきちんと行えた」とｻｲﾝできる。
◎難易度 ☆☆☆
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！

②大井第一小学校。小学校１年生の
時に在籍しました。大森貝塚そば
の大井 6 丁目に住み、幼稚園は小野学園。
ご家族で当時の大井町阪急へも行き、めぐ
みさんが迷子になったこともあるそうです
（滋さん談）。☆拉致問題の早期解決を！
1 位①e.東小路・平和小路 3 位
②ｃ. キャッツシアター＆四季劇
場[夏] 10 位③a. ｽﾎﾟﾙ品川大井町 ☆ｂ.
飲み処濱田（はまだ）⇒18 位、d.ｾﾞｰﾑｽ坂
⇒14 位。11 位以下も個性的なものやお店
がたくさん。テレビ東京の HP で詳細
をご覧いただけます♬～
④第一三共（研究所が大井町
駅近くにある。当時は三共。）。
当時、製薬会社の多角経営策で設立された
「日本ﾊｰﾚｰﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ」が敷地内
で製造。「陸王」の名は経営者の中に慶応
大学出身者がいて、大学の応援歌『若き血』
の一節「陸の王者、慶応♪♪～」の歌詞が
気に入っていたので応募の中から陸王の
名を選んだ、との説がある。
④ニーナ。①父親「ジョニー」
（推
定 9 歳）、母親「ティナ」から１
文字ずつ取った。ニーナは順調に育ち、母
親とじゃれ合い、元気にﾌﾟｰﾙ内を泳ぎ回っ
ているという。ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞも 配布された。
②メイは昨年 5 月に生まれたマゼランペン
ギン。③さくらはゴマフアザラシ。

①大井町。りんかい線からｱﾄﾚ口へ。全
長 44m。所要時間約２分！②（大森）
貝塚。縄文時代の遺跡。1877（明治 10）
年に発見。「日本考古学発祥の地」③鮫洲。運転
免許試験場。京急鮫洲駅そば。④（戸越）公園。
江戸時代の熊本藩主細川家の下屋敷の庭園を利
用した公園。⑤東小路。大井町駅東口から徒歩 30
秒。戦後そのままの建物が今も。
ク イ ズ の 答 え ： ① ﾎ ｯ ｹ ｰ ｅ 2,500 ～
10,000 円 ②ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｄ3,500～
45,000 円 ａ開会式 12,000～300,000 円
ｂ競泳 5,800～108,000 円
ｃ野球 4,000～67,500 円
③2,148 万円（29 年度退職者平均支給
額）。ちなみに区長は、１期（4 年）ご
とに約 2,202 万円（給料約 114 万円×在職年数
4 年×4.8）、副区長（2 人）は、1 期（4 年）ご
と約 1,252 万円（給料約 92 万円×在職年数４年
×3.4）。区議会議員には、退職金はありません（議
員年金もありません）。
時給 150 円。300,000 円×４％
（0.04）＝12,000 円（１ヶ月の教職
調整額）。12,000 円÷時間外勤務 80 時間＝
150 円！4 項目は校外学習、修学旅行、職員会
議、非常災害。その他の時間外労働（部活等）
は残業代無しです。この調整額 4％は給特法の
制定（1971 年）時に月に「8 時間」の時間外
勤務を想定し、定められました。

③空の投票箱をのぞける。投票箱
の中に何もないことを確認するという特別
任務があります。そして、住所・氏名をｻｲﾝ
します。これを経験したいマニアの方もい
るようです♪～
☆今後も『品川区イズ』
をお楽しみ下さい！
～あなたは何問正解できましたか？～
。
過去のクイズは、ＨＰ
9 問正解 …「品川区イズ王」 脱帽です！
でご覧いただけます
6～8 問正解…かなりの品川通！ お見事！
3～5 問正解…好きです♪品川 これでもすごい！
0～2 問正解…品川勉強中
まだまだこれから！

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６４

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３１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。平成 19 年初当選（2541 票）、
平成 23 年 5232 票（１位）。平成 27 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！
しがらみのない無所属

