
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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    

 

No.321 

2222014014014014 年年年年 8888 月月月月    

 

 

「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。 

区道の街路樹  難難難難（難易度）☆☆☆（難易度）☆☆☆（難易度）☆☆☆（難易度）☆☆☆ 
区の管理する道路（区道）には、3876 本

（23 年度末）の街路樹があります。この中で

最も多い木最も多い木最も多い木最も多い木は、次のどれでしょうか。①柳 ②

くすのき ③桜 ④いちょう ⑤はなみずき 

    初乗り運賃？   難難難難    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

   区内の路線の初乗り運賃を高い順初乗り運賃を高い順初乗り運賃を高い順初乗り運賃を高い順に並

べ替えて下さい。①ＪＲ ②東急電鉄③京浜急

行電鉄④東京ﾓﾉﾚｰﾙ⑤都営浅草線⑥りんかい線 

 

区の関係施設   難難難難    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

    品川区が財政面や運営面など、 

全く関わり全く関わり全く関わり全く関わりががががないないないないものは、どれでしょうか。 

①なぎさ会館（斎場。勝島３丁目） 

②臨海斎場（大田区東海１丁目） 

③大井競馬場（勝島２丁目）④りんかい線 

⑤ケーブルテレビ品川⑥品川 

特別支援学校（南品川６丁目） 

 大正末期（1920 年代頃）の大井 

   写真は、大正末期の大井のある地域です

（「しながわ WEB 写真館」より）。 

写真の左側は海（東京湾）です。 

現在のどの地域現在のどの地域現在のどの地域現在のどの地域でしょうか。 

①青物横丁②立会川 

③鮫洲④鈴ヶ森  難難難難☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

大森貝塚は、何時代？ 難難難難☆☆☆☆☆☆☆☆ 

大森貝塚は、ｱﾒﾘｶ人の動物学者モ

ースが 1877（明治 10）年に横浜から新橋へ

向かう途中、大森駅を出てからすぐ列車の窓

から発見し、発掘調査を行いました。この遺

跡は何時代何時代何時代何時代のものでしょうか？ 区立遺跡庭

園は大井６丁目にあります。 

①先土器時代 ②縄文時代 

③弥生時代 

 学校給食は、手作り♪ 

   区立小中学校の給食は、教育活動の一

環として行われています。次のうち、手作り手作り手作り手作り

のもの（品川区立学校のもの（品川区立学校のもの（品川区立学校のもの（品川区立学校内内内内の給食室で作っての給食室で作っての給食室で作っての給食室で作って

いるもの）いるもの）いるもの）いるもの）は、どれでしょう？全て手作りの

場合は、⑥とお答えください。 

①ハンバーグ②餃子（ぎょうざ） 

③ゼリー④ホワイトソース 

⑤カレールー   難難難難☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

区の高齢者（65 歳以上）人口は？ 

2014 年の区の人口は、約 36 万人。高齢者（65

歳以上）人口は、7 万 6 千人で人口の約 21％。

50 年前の 1964 年（昭和 39 年）の人口は、約

41 万 5 千人。では、1964196419641964 年の高齢者人口年の高齢者人口年の高齢者人口年の高齢者人口は次

のどれでしょうか？①約 1.8 万人②約 3 万人

③約 5 万人④約 6 万人      難難難難☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

大井町駅そばの踏切って？ 難難難難☆☆☆☆☆☆☆☆ 

   ＪＲ大井町駅ホームのすぐそば（大森駅

寄り）の踏切は、「開かずの踏切」で有名です。

そばには、JRを立体交差している陸橋（池上通

り）があります。この踏切に関する記述のうち

誤り誤り誤り誤りを１つ選んで下さい。 

①陸橋ができる前までは、 

ここが池上通りであった。 

②東京駅から東海道線（京 

浜東北線）に乗った場合 

の最初の踏切である。 

③品川道踏切といい、東京 

駅から９ｷﾛ 411㍍である。 

④自動車が通行できる。   

    大きな味噌樽、何藩？ 難難難難☆☆☆☆☆☆☆☆ 

下の写真の場所（東大井 4－1－10） 

付近は、江戸時代、ある藩の江戸下屋敷があっ

たところです。ここには、味噌蔵もあり、味噌

の醸造も行っていました。現在も味噌の販売を  

行っています。どこの藩のどこの藩のどこの藩のどこの藩の

味噌蔵味噌蔵味噌蔵味噌蔵だったでしょうか。 

①土佐藩②伊達（仙台）藩 

③長州藩 ④会津藩 

 

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！ 

選挙立候補には供託金 

   選挙に立候補するには、一定額の現金

（国債証券も可）を法務局に供託（きょうたく）

しなければいけません。今年 10 月には、品川

区長選が予定されています。この選挙の供託金選挙の供託金選挙の供託金選挙の供託金

の額の額の額の額は？Ａ600 万円 Ｂ300 万円 Ｃ100 万円 

Ｄ60 万円 Ｅ30 万円      難難難難☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

大井競馬場公式ｷｬﾗｸﾀｰ「うまたせ君」 
 

巨大な味噌樽、必巨大な味噌樽、必巨大な味噌樽、必巨大な味噌樽、必見！見！見！見！    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆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。    

 

高高高高橋しんじプロフィール橋しんじプロフィール橋しんじプロフィール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桜桜桜桜 1325132513251325 本本本本    ①柳 120 本 

②くすのき 317 本④いちょ 

う 204 本⑤はなみずき 253 本。 

ｿﾒｲﾖｼﾉ（桜）１本は約 5～6万円 

（3.5m）。新たに植えると作業費を含め、１

本約約約約 25252525 万円万円万円万円になります。 

⑥りんかい線りんかい線りんかい線りんかい線 210210210210 円⇒⑤都営浅草都営浅草都営浅草都営浅草

線線線線 180180180180 円⇒④東京ﾓﾉﾚｰﾙ東京ﾓﾉﾚｰﾙ東京ﾓﾉﾚｰﾙ東京ﾓﾉﾚｰﾙ 160160160160 円⇒①ＪＲＪＲＪＲＪＲ③

京急京急京急京急 140140140140円⇒②東急東急東急東急 130130130130円 （※切符購入） 

⑥東京都立の学校です⑥東京都立の学校です⑥東京都立の学校です⑥東京都立の学校です。①なぎさ

会館：区営です。②臨海斎場：品川区、港

区、大田区、目黒区、世田谷区の共同事業

です。③大井競馬場：23 特別区で組織す

る特別区競馬組合が管理運営。④りんかい

線：品川区は、資本金を出資。 

⑤ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ：品川区は、株主です。 

    ④④④④ 写真には、「品川六景 鈴ヶ

森」とあります。約 90 年前の様 

子（旧東海道）です。「しながわ WEB 写真 

館」は、区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからご覧になれます。 

この他にもたくさんの懐かしい写真が掲 

載されています。ぜひご覧ください 

        ②②②②今から約 3500～24 

00 年前の縄文時代末の遺跡。 

「日本考古学発祥の地」と呼ば 

れています。「縄文」は、ﾓｰｽの 

報告書で土器を「Cord Mark」 

（縄で跡をつけた）と表したこ 

とから名づけられました。 

⑥⑥⑥⑥ 既製品を加工するのではなく、

学校の給食室で作っています（業務 

は、全小中学校で民間業者に委託していま

す）。だし（削り節）・ｽｰﾌﾟ（豚骨・鶏がら）

もとっています。ｳｲﾝﾅｰやﾊﾑ等は無添加です。

また、化学調味料は、使いません。 

 

    答：答：答：答：①①①①約約約約 1.81.81.81.8 万万万万人。人口の約人。人口の約人。人口の約人。人口の約 4.34.34.34.3％％％％

でしたでしたでしたでした。。。。②1980 年の高齢者。 

人口の約 8.8％。③1998 年の高齢者。 

人口の約 16％。④2004 年の高齢者。 

人口の約 18.3％。※2035（平成 

47 年）には、26.9%になると予測。 

 

④④④④歩行者・自転車のみです。自動車

は陸橋へ。①陸橋の完成 

後撤去しないのは例外的。 

池上通りの旧道です。② 

③看板（写真）に「№１」 

の表示と距離「9Ｋ411ｍ」 

があります。 

        ②②②②伊達伊達伊達伊達（仙台）藩（仙台）藩（仙台）藩（仙台）藩。藩の江戸在勤武

士は 3000 人以上で味噌は必需品で

した。後に販売も始め、仙台の殿様

の屋敷で作るので「仙台味噌」と呼ば

れました。現在も量り売りしていま

す。近くには「仙台坂」があります。 

 

区長選Ｃ区長選Ｃ区長選Ｃ区長選Ｃ100100100100 万円万円万円万円です。ちなみ

に区議会議員選挙は、私も納付したＥ30

万円です。衆議院小選挙区選挙は、Ａ600

万円、都知事選は、Ｂ300 万円です。     

ﾓｰｽ博士ﾓｰｽ博士ﾓｰｽ博士ﾓｰｽ博士    


