
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    

    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

 

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 

◎『区政報告』『区政報告』『区政報告』『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。 

朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 
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「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！ 

いかがでしたか？ 

答えは裏面にありま

す。「品川区イズ」は

品川ネタ満載で毎週

掲載しています。 

    区議会の決算特別委員会などの 

審議中におけるペットボトルの持ち込みに 

ついて正しいものはどれでしょう？ 

① 持ち込み禁止   ② 中身は何でも良い 

③ 容量 500ml まで ④ 必ず机上に置く  

    天正 18（1590）年、徳川家康は、豊

臣秀吉から東海から関東へ国を移すように命

じられ、江戸に入城しました。その時、家康が

使ったコースは？ ①東海道  

②中山道（なかせんどう）③中原街道 ④海路 

日本初の衣裳博物館を区内の 

学校法人が所有しています。 

どの学校法人でしょうか？ 

① 立正大学学園 ② 杉野学園 

③ 清泉女子大学 ④ 小野学園 

    次の 5 つのうち、区内に存在しない町

名が 1 つだけあります。どれでしょう？ 

①東品川 ②西品川 ③南品川 

④北品川 ⑤品川 

 

区では、区内の標高を検索できるシス

テムの構築を行っています。さて、次の駅の

うち最も標高が高い駅はどれでしょう？ 

① JR 目黒駅 ② JR 大井町駅 ③JR 五反田駅 

④ 京急青物横丁駅 ⑤ 京急立会川駅 

JR 品川駅（港区にありますが…）

の各線のﾎｰﾑには立ち食いそば店 

（経営は同一）があります。そのおつゆの味

の薄い順に並べた場合に正しいものを選ん

で下さい。 

①横須賀線⇒京浜東北線⇒山手線 

②京浜東北線⇒山手線⇒横須賀線 

③山手線⇒京浜東北線⇒横須賀線 

④各ホームの店とも濃さは同じ 

    区内には、公園などに公衆トイレが

37 ヶ所あります。さて、この維持管理費は

年間いくらでしょう？（24 年度予算） 

① 約 500 万円 ② 約 1500 万円 

③ 約 2500 万円 ④ 約 3500 万円 

 

以下の JR（旧国鉄）の駅 

を、開業したのが早い順に並べ替えて下さい。 

☆品川（港区）、大森（大田区）、 

大井町・目黒（品川区） 

①大森⇒品川⇒大井町⇒目黒 

②目黒⇒品川⇒大森⇒大井町 

③品川⇒大森⇒目黒⇒大井町 

ある作家は昭和 24（1949）年、大井

森前町（現：西大井 1-11）に居住。のち、28

（1953）年に大井滝王子（現：大井 5-28）

に転居し、32（1957）年に世田谷区に移るま

で過ごした。25 年に『闘牛』で芥川賞受賞。

他に『天平の甍（いらか）』『敦煌（とんこう）』

『あすなろ物語』等の著作がある。さて、この

人物は？（参考：『しながわ史跡めぐり』他） 

① 池波正太郎 ② 高村光太郎 

③ 井上靖 ④ 折口信夫(おりくちしのぶ) 

     23 区に通勤している人の約 4 割が他

県からの通勤者です。表は、その割合の多い順 

番を示しています。 

空欄①～④には、港区、 

中央区、千代田区、 

品川区のどれかが当て 

はまります。さて、 

品川区は空欄①～④の 

どこに入るでしょう？ 

参考：『23 区ランキング青版』ダイヤモンド社 

 

 区 割合（％） 

1111    ① 50.8 

2222    ② 49.4 

3333    ③ 48.4 

4444    台東 42.6 

5555    ④ 39.1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都品川区東大井 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：品川区品川区品川区品川区    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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 

 

 

 

 

 

発行所 みんな・無所属 品川 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  Fax 03-3772-8878 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆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☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        平成 23年 4月 5,232 票（１位）のご支持をいただき、現在２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４月、無所属・新人として初当選（2541 票）。 『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（22222222 年年年年 12121212 月合格）月合格）月合格）月合格）    ☆初心を忘れずにガンバります！ 
 しがらみのない無所属 

～あなたは何問分かりましたか？～ 

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！ 

4～6 問正解…好きです♪品川 これでもすごい！ 

0～3 問正解…品川勉強中  まだまだこれから！ 

 ☆今後も『品川区イズ』をお楽しみ下さい！ 

 過去のクイズは、ＨＰでご覧いただけます 

    ③③③③： 持ち込んでも良いが、「中身 

は水水水水のみ可」「500ml500ml500ml500ml までまでまでまでで 1ℓはダ 

メ」「ﾎﾞﾄﾙは、机上に置かず机上に置かず机上に置かず机上に置かずにそのつど 

湯飲みに注ぐ湯飲みに注ぐ湯飲みに注ぐ湯飲みに注ぐこと」というﾙｰﾙです。 

なお、本会議場へは、持ち込み禁止。なお、本会議場へは、持ち込み禁止。なお、本会議場へは、持ち込み禁止。なお、本会議場へは、持ち込み禁止。 

③③③③： 中原街道は東海道より古く、

距離も短かった。品川区内を通過しており、

家康は好んで利用しました。 

 

②②②②： 杉野芳子氏杉野芳子氏杉野芳子氏杉野芳子氏がﾄﾞﾚｽﾒｰｶｰ女学

院（現：杉野学園）を設立。そして、収蔵

する服飾資料を展示するために昭和 32 年

に博物館を設立 

    ⑤⑤⑤⑤：「品川」「品川」「品川」「品川」という町名は 

存在しません。 

       ③③③③：店が意識して差をつけたので

はなく、次から次に客が来店する山手線山手線山手線山手線

の店は鍋のつゆが煮詰まる暇が無く、自の店は鍋のつゆが煮詰まる暇が無く、自の店は鍋のつゆが煮詰まる暇が無く、自の店は鍋のつゆが煮詰まる暇が無く、自

然と薄味が定着然と薄味が定着然と薄味が定着然と薄味が定着したという。他線では、

そばを出す回転が緩やかで結果的に濃く

なった。社長は、「統一して」と要望した

が、お客さんの好みを知る従業員の『こ

のままで』の声でそのままになっている。 

④④④④：3529 万 7 千円（電気・水道 

代は、601 万円、掃除等の委託は、2599 万円、 

破損修理 327 万円などです）、１ヶ所当たり、１ヶ所当たり、１ヶ所当たり、１ヶ所当たり、    

約約約約 95959595 万円万円万円万円////年年年年です。大切に利用しましょう。です。大切に利用しましょう。です。大切に利用しましょう。です。大切に利用しましょう。    

ちなみに設置箇所は、品川地区 11 ヶ所、大

井・八潮地区 17 ヶ所、荏原地区 9ヶ所です。

（うち身障者用は 3ヶ所、だれでもトイレは

6ヶ所） 

    ③③③③：品川（明治５年）⇒大森（明治

９年）⇒目黒（明治 18 年）⇒大井町（大正

３年）という開業順です。 

③③③③： ① 直木賞作家。『鬼平犯科帳』

等で有名。荏原２丁目に住んでいた。②『智

恵子抄』で有名な彫刻家・詩人。妻智恵子が

晩年、大井町近くのｾﾞｰﾑｽ坂病院に 

入院し看病。④ 歌人。現:西大井 

３丁目に居住。 

        ④④④④：①には中央区、②千代田区、③

港区が入ります。ちなみに 23 区中最下位は杉

並区で 11.8％です。 

①①①① ：①目黒⇒標高 22.8m、②大井 

町⇒12.1m、③五反田⇒3.3m、④青物横丁

⇒3.8m、⑤立会川⇒2.6m 詳しくは区の

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ（『区内の標高図を公開しま

す』）。津波・高潮の説明もあるのでぜひ。津波・高潮の説明もあるのでぜひ。津波・高潮の説明もあるのでぜひ。津波・高潮の説明もあるのでぜひ。 


