
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
   
                        
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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 事 橋しんじ 務所 

 

☆☆品川区イズ 636☆☆ 
◇地名あれこれ 
品川区や近隣区には、様々な歴史を持っ

た地名があります。次のうち実在する地名
は？ 

 
①昭和島（しょうわじま） 
②平成島（へいせいじま） 
③令和島（れいわじま） 
④平和島（へいわじま） 
⑤勝島 （かつしま） 

 
      ◎難易度☆☆☆ 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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2023 年 1 月 

 

2019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。2007 年初当選（2541 票）、
2011 年 5232 票（１位）。2015 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！ 

 

高橋しんじプロフィール  

しがらみのない無所属 

 
ちょっとした話ながわ 

◇ふるさと納税 焦る大都市   ▲はﾏｲﾅｽ 

 東京 23 区で合計 704 億円の減収。 
居住する自治体以外にふるさと納税での寄

付をすると居住自治体に収める住民税などが
控除（減額）され、居住自治体に入るはずだ
った税収が減る。減収分は、75％が国から補
てんされるが 23 区や川崎市は対象外です。 
☆品川区への寄付は 7千万円、区からの流出等
が 39億 5千万円。収支は 38億 8千万円の
マイナスです。小規模な小学校を1校建て直せ
ます。世田谷区は「返礼品競争に加わらない」

という姿勢でしたが現実路線に転換し品目を
増やしました。品川区も返礼品の工夫を！ 

ふるさと納税で流出が多い市区町村（4年度分） 

 市区町村 寄付額 
（億円） 

控除額 
（億円） 

最終収支 
（億円） 

１ 川崎市 9.3 102.9 ▲95.4 

２ 世田谷区 1.1 84.0 ▲83.0 

３ 港区 0.5 61.3 ▲60.8 

４ 横浜市 3.4 230.1 ▲54.8 

５ 大田区 0.5 42.3 ▲41.8 

６ 江東区 0.2 40.5 ▲40.4 

７ 杉並区 0.7 40.9 ▲40.3 

８ 品川区 0.7 39.5 ▲38.8 

参考：４年 12/28 朝日新聞 

今、学校では 

◇中学教員 残業上限超 5割 

 中学校教員の 5 割以上が国の指針で上限の
月 45 時間（1 日あたり 2 時間 15 分）を超え
て残業するなど、学校での長時間労働が依然
として解消されていないことが、文部科学省
の調査でわかった(4 年 9/1 時点)。 
 公立学校の教員には、残業代がない代わり
に給料月額の４％が全員に「教職調整額」と
して支給されている。調整額は月 8 時間（1
日あたり 24 分！）の残業代が目安とされて
いるが、それをはるかに超えて残業をこなす
現状が浮き彫りになった。「過労死ライン」と
される月 80 時間（１日当たり 4 時間）を超
➚ 

➚えた教員は、小学校 4.4％、中学校 13.7％、
高校 10.2％だった。  

文科省では、学校業務の外部委託が進まな
いことも残業が減らない要因とみている。 
 文科省は、公立学校の教員に残業を認めて

いない「教員給与特別措置法」の
見直しに向け、有識者会議をつく
り、検討を進めている。 

参考：4年 12/25 朝日新聞 
    ☆品川区立学校でも残業の実態を把

握し、早急に具体的な対策を！ 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com


 
 
                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３-５７４２－６８６4 

☆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)。 
 
 
 
 
 

政報告 
 

区 
 

№636 2023年 1月 

 クイズの答え：①1967（昭和 42）年竣
工。大田区にある東京湾岸を埋め立て
て造成した人工島。③右地図参照。
1970 年代から埋め立て開始。令和への
改元の年（2019（令和元）年）に大田
区に帰属が決まった。④大田区にある
人工島（現在は陸続き）。日中戦争開始
後の 1939（昭和 14）年に埋め立て開
始。1967 年竣工。平和への祈りを込め
て「平和島」という地名に。⑤品川区に
ある人工島（現在は陸続き）。1939 年
に埋め立て開始。日中戦争に「勝つよう
に」という当時の人々の思いから「勝
島」と命名した。②平成島は実在せず。 
 
 

月・水 ＪＲ大井町駅前 
火 京急青物横丁駅前 
木 ＪＲ大森駅前  
金 京急立会川駅前 
☆各 7:00-9:30 頃 

朝、駅前にいます！ 

◎『区政報告』をお配りしています。 
◎議会等の事情で変更する場合があります。 
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

 

◇2021年度決算 市区 「まちの家計簿」 
 日本経済新聞社は日経の総合経済データバン
クを用い、全国 792 市と東京 23 区の 2021 年決
算を調べた。その一部です。 
 『個人住民税』（＝品川区に納める区民税）は、
住民の所得などから 1 年間の税額を計算します。
住民１人当たりの税額は高額所得者が多い自治
体ほど上がり、行政サービスとして住民に還元さ
れます。上位 10 位のうち 9 自治体は高所得層が
集中する東京 23 区が占めた。トッブの港区と最
も低かった高知県室戸市（2 万 8411 円）とは 11

倍の差があった。   参考：４年11/23日経 

◇個人住民税 1 人当たり（１年間）単位：円 

１ 港区 31 万 7502 

２ 千代田区 26 万 9475 

３ 渋谷区 24 万 384 

４ 中央区 18 万 1899 

５ 目黒区 16 万 4714 

６ 文京区 15 万 6558 

７ 世田谷区 13 万 5394 

８ 芦屋市 
 （兵庫県） 

13 万 5387 

９ 新宿区 13 万 2591 

10 品川区  12 万 4997 

 
◇大田区 令和島 1丁目 
 お台場に近い東京湾内の埋め立て地。「中央
防波堤埋め立て地」がある。当初は、5 区で帰

属を争い、品川、港、中央区が撤退し、大田区
と江東区の争いになった。江東区は「埋め立て
のゴミ運搬車が通り、渋滞や異臭の負担を強い
られた」、大田区は「ノリ養殖場があった。歴
史的に見て社会・経済生活上、圧倒的に密接に
関係がある」と主張。2019（令和元）年、東京

地裁が「江東区 79.3%、大田区 20.7％」➚ 

➚の（面積割合）判決が出て、決着した。江東
区は新地名「海の森」と名付けた。 

大田区は町名案を公募し、「海苔（のり）島」
など 523 件の中から「令和島」に決まった。  

なお、「令和」を含む地名は令和島が全国初
とされている。   参考：４年7/4 朝日新聞 
☆徒歩や自転車では行けません。車や都営バスの
みです。記事には、「未開の地」とあります…。 

 

大田区

城南島 令和島 

今週の書架 
☆『なぜ理系に女性が少ないのか』 

（横山広美 1034円 幻冬舎新書） 
15 歳での国際学力テスト（PISA）で日本の女子 
の数学の平均点は、大多数の OECD 加盟国の男子 
や女子の平均点を超える。しかし、大学で理系分 
野の女子学生比率は、OECD 加盟国で群を抜いて 
最低。この要因を特に女性比率の少ない数学・物理 
分野に注目。「日本特有の社会風土に何か独特の要 
因がある」「ﾀｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄは、中学らしい。小学校 
で好きだった物理学でも中学校でそうでなくな 
る」等。具体的に現状を変える提言があります。 
保護者、中学高校の先生方の参考にも。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A4%E5%92%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E5%85%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%92%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/1939%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1939%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E4%B8%AD%E6%88%A6%E4%BA%89

