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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！

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部

品川区新型コロナウイルス感染症対
策本部（本部長：区長）を設置して、様々な対
応をしています。区の対応や会議概要は区 HP
にあります。さて、この対策本部を中心となっ
て事務運営しているのは、次のどの部署でしょ
うか。①企画調整課 ②総務課③健康課
④防災課⑤保健センター
◎難易度☆☆☆
◇

疫病退治⇒ｺﾛﾅ収束の妖怪

江戸時代、熊本の海に現れ「疫病が流
行ったら私の写し絵を早々に人々に見せよ」と
言って海中に姿を消した妖怪がいます（⇓）。ｲ
ﾗｽﾄは、調布市が水木ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝの協力でｺﾛﾅ対
応のﾃﾚﾜｰｸの WEB 会議などで使用できるよう
に提供しています（調布市
HP より）。この妖怪の名前は？
①ぬらりひょん ②海坊主
③アマビエ
◎難易度☆
故水木しげるデザイン⇒

しながわ活力応援給付金

品川区は、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に関する区民
の負担を軽減し、区全体の活力を取り戻すため
に区民一人あたり 3 万円の給付、また、中学生
以下の児童に対して 2 万円を加算して給付し
ます。さて、次のうち支給されるお子さんは？
◎難易度☆☆☆
①2020 年 4 月 27 日生まれ（当日区に住民登録）
②2020 年４月 28 日生まれ （同上）
③2020 年 12 月 31 日生まれ (同上）
④2021 年 1 月 1 日生まれ
（同上）

品川区の高齢化率

区全体の高齢化率（65 歳以上）は、
20.7％です。次の各地区の高齢化率を高い
順に並び変えて下さい。選択肢は区の 5 地区
（①～⑤）に大井地区内の⑥勝島エリア（勝島
１，２丁目）を加えてあります。
①品川地区 ②大崎地区③大井地区④荏原地
区⑤八潮地区⑥勝島エリア ◎難易度☆☆☆☆☆

品川区には、６つ（注）の義務教育学校（小
中一貫校）があり、小学校・中学校が一体化
しています。この６つの義務教育学校の前身
の小学校と中学校をすべて合計すると何校
になるでしょうか？注：日野学園（⇓写真）、
伊藤学園、八潮学園、荏原平塚学園、品川学
園、豊葉の杜学園
①12 ②14
③16 ④18
◎難易度☆☆☆☆☆

小中一貫校の定期テストは？

品川区の義務教育学校では、通常、
中学校や高等学校で実施している定期テス
ト（定期考査といいます）を小学校から実施
しています。区立品川学園（義務教育学校、
北品川３丁目）では、小学校何年生から定期
テストを実施しているでしょうか。
①3 年生 ②4 年生
③5 年生 ④6 年生
◎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

11 月 22 日「いい夫婦」の日

！

例年、11/22 は、「いい夫婦の日」という
こ と で多 く の 方 が 品 川 区 役所 に 婚 姻 届 を 提
出。2019 年は、大安も重なり、芸能界も壇蜜
さん等の結婚報告が相次ぎました。さて、次
の日（2018～2019）を区への婚姻届の多い
順に並び変えて下さい。
①12/25（クリスマス）②1/1（元旦）
③5/1（令和改元の日）④7/7（七夕）
⑤11/22（いい夫婦の日）⑥11/23（いい夫妻
の日）
◎難易度☆☆☆☆

品川区の道路で馬と車が衝突

5/25、大井競馬場（勝島）から脱走した馬が
公道を逃走し、八潮橋交差点（東大井。鮫洲公
園そば）でﾜｺﾞﾝ車と衝突。車の運転手・馬とも
に負傷する事故。通行人にケガは無し。この馬
の名前は？ ◎難易度☆☆☆
①ﾊｲｾｲｺｰ
②ｾｲﾝﾄﾒﾓﾘｰ
③ｽｰﾊﾟｰｵﾄﾒ ④ﾄﾁｵﾄﾒ
⑤ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ
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総務部総務課。職務の一つに「危
機管理に係る総合調整に関するこ
と」がありますので、今回の事態への対応
の中心として、区の各部署との連絡調整な
どを行っています。危機管理対策本部が設
置された時も担当します。
③「アマビエ」(半人半魚の妖怪。
長髪、くちばし、うろこ、3 本の

ヒレ。江戸時代の瓦版に
掲載)。水木しげる氏は
調布市名誉市民の漫画
家。厚生労働省もアマ
ビエで PR！（⇒）
一刻も早い新型ｺﾛ
①～③。給付金支給は 2020 年
ﾅｳｲﾙｽ収束を！
4/27 時点で区に住民登録のある
方。また、②③⇒感染症拡大という不安な
妊娠期を過ごされ、出産された子育て世帯
支援のため、基準日（4/27）の翌日以降
（4/28～12/31）に生まれ、品川区に住民
登録されたお子さんに対しても 5 万円を給
付します。現在、申請受付中。この給付金
に関する詳細は、区 HP 等をご覧下さい。
⑤八潮地区 34.2％⇒④荏原地区
22.5％⇒①品川地区 20.4％⇒
③大井地区 19.5％⇒②大崎地区 16.7％⇒
⑥勝島地区４％‼ ☆勝島エリアは、人口
急増。平成 26 年（2250 人）か ら平成 31
年に（5517 人）と約 3200 人の増加。

④18 校。日野学園（⇐第二日野小・日
野中）、伊藤学園（⇐原小・伊藤中）、八
潮学園（⇐八潮小・八潮北小・八潮南小・八潮中・
八潮南中）、荏原平塚学園（⇐平塚小・荏原第二
中・平塚中）、品川学園（⇐品川小・城南中）、豊
葉の杜学園（ほうようのもり⇐杜松としょう小・
大間窪おおまくぼ小・荏原第三中・荏原第四中）
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③5 年生。義務教育学校 6 校（日野学園、
伊藤学園、八潮学園、荏原平塚学園、品
☆区政へのご要望をお寄せ
川学園、豊葉の杜（ほうようのもり）学園）では、
下さい！！
5 年生から学期ごとに期末テストを実施していま
す（５，６年生は中間テストは無し）。7 年生（中 ☆ご希望の方に『区政報告』を
お届けいたします(送料は当方
1）から中間・期末テストがあります。
③1,988 万円（30 年度退職者平均支給
額）。退職金：区長⇒１期（4 年）で約
2,202 万円（給料約 114 万円×在職年数 4 年×
4.8）、副区長（2 人）⇒1 期（4 年）で約 1,252
万円（給料約 92 万円×在職年数 4 年×3.4）。区
議会議員⇒退職金は、ありません。また、議員独
自の年金もありません（私は国民年金です）。
③ 5/1 （ 令 和 改 元 の 日 ） 334 件 ⇒ ⑤
11/22（いい夫婦の日）152 件⇒⑥
11/23（いい夫妻の日）109 件⇒①12/25：
83 件⇒④7/7(七夕)53 件⇒②1/1（元旦）36
件。11/22、23 に区は、常設の婚姻届用のﾌｫﾄｽ
ﾎﾟｯﾄにそれぞれの日を書にした額を特別に用意
し、二人の記念に華を添えました♬～

②ｾｲﾝﾄﾒﾓﾘｰ（ｵｽ 13 歳）。競馬場所属の誘導
馬（ﾊﾟﾄﾞｯｸから本馬場へ競走馬を誘導）。49 戦 17
勝。獲得賞金：約 1 億５千万円。①1972 年に大井
競馬場でﾃﾞﾋﾞｭｰ、6 戦全勝を果たし、中央競馬移籍
後も連勝、皐月賞で勝利。③1996 年、大井競馬場
を脱走。首都高速を３㎞疾走。ﾆｭｰｽになりま
。
～あなたは何問正解できましたか？～
した。④イチゴの銘柄⑤お米の銘柄 注：6/20
にも競走馬が脱走し、運河を泳ぎました。
9 問正解 …「品川区イズ王」 脱帽です！
6～8 問正解…かなりの品川通！ お見事！
☆今後も『品川区イズ』をお楽しみ下さ
3～5 問正解…好きです♪品川 これでもすごい！
い！ 過去のクイズは、ＨＰで。
0～2 問正解…品川勉強中
まだまだこれから！

４階

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

