☆☆品川区イズ 548☆☆
◇品川区がバーチャル背景提供◇

No.

548

2020 年

5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

区は、5/12、ｳｪﾌﾞ会議ｻｰﾋﾞｽ（zoom ズー
ム、Skype スカイプ等）のﾊﾞｰﾁｬﾙ背景に設定
できる区内の風景画像などの無料配信を始め
ました。提供されている画像は？（複数あり）
①新幹線車両基地(ドクターイエロー)
②権現山公園(東海道新幹線)
③八ツ山橋（京浜急行）
④しながわ水族館
⑤子供の森公園(＝怪獣公園)
⑥神明児童遊園(＝タコ公園)
⑦区役所庁舎 ◎難易度☆☆☆
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染
対策の補正予算案を
審議しました。

5/12（火）品川区議会で臨時会（注①）本会
議が開催されました。新型コロナウイルス感染症
対策の補正予算（注②）を審議しました。議案は
全て可決されました。その一部をご報告します。

【特別定額給付金】
・特別定額給付金 408,000 人
408 億円
・事務費
ｺｰﾙｾﾝﾀｰ運営、ﾃﾞｰﾀ入力業務等委託
2 億 6,300 万円
システム構築、保守
3,100 万円
郵便料等
7,200 万円
職員給与費
400 万円
☆国民 1 人あたり 10 万円の支給です。申請必要。
5/18 ｵﾝﾗｲﾝ申請（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ利用）給付開始
5/22～ 郵送申請書発送手続き
5/29～ 郵送申請給付開始

【子育て世帯臨時特別給付金】
・子育て世帯臨時特例給付金
34,000 人 3 億 4,000 万円
・事務費
1,887 万円
☆児童手当受給世帯（０歳～中学生）に児童 1 人
あたり１万円支給です。申請不要（公務員を除く）

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。

【認証保育所臨時休園等支援事業】
1 億 5,432 万円
☆新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応で認証保育所へ
登園しなかった分の保育料を認
証保育所が保護者に返金した場
合、東京都の制度を活用し、区
から事業者にその費用相当額を
補助する（3 月～）。保育料の
1/2 を東京都、1/2 を区が補助。
①臨時会＝地方議会に
は、定例会と臨時会があ
ります、定例会は、多くの地方議会で年 4
回(２月・６月・９月・11 月)。臨時会は、
必要に応じて開催されます。今回のように
急に予算編成が必要になった場合などです
②補正予算＝当初予算（本予算）
成立後に発生した理由から本予
算の内容を変更（増額、減額等）
するように組まれた予算。行政
（区）が提出し、議会の審議を
経て成立する。
今回の予算額は、約 442 億円。

キーワード

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

ｱﾏﾋﾞｴ

ちょっとした話ながわ
◇品川区立小中学校、5/31（日）まで臨時休業

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)。
【新型コロナウイルス感染症予防費】

品川区教育委員会は、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大を受け、
5/12、保護者向けに今後の教育活動について連絡し
ました。１学期の教育活動について…「学校再開
となっても、直ちに全学年一斉登校となるものでな
く、学年別による分散登校等、段階的に再開するこ
とを検討している」「交通機関の利用を伴う校外学
習・学校行事⇒実施しない」
「学校公開等⇒行わない」
「保護者会開催についての注意事項」
「給食時の注意
事項」「土曜授業、運動会、学芸会、展覧会⇒1 学期
は実施しない」
「夏季休業⇒短縮で検討中」、その他。

【中小企業経営支援事業】

・入院患者対応
入院患者医療費・食事療養費
1 億 627 万円
患者移送費
4,900 万円
・自宅療養者対策費
1,355 万円
・ＰＣＲ検査センター経費
6,559 万円

☆品川区 PCR 検査センター
場所：品川区役所第二庁舎
1 階駐車場（屋根あり）
運営：品川区医師会へ委託
開設：5 月 12 日（火）～
週 3 回（火～金のうち 3 日）
13:30 から 2 時間程度
実施件数：1 日 20 件程度
検査対象者：原則として区民。軽症者
かかりつけ医⇒PCR 検査センターへ
体制：受付 2 名、検査担当医 1 名、看護
師 1 名、誘導員、警備員も配置

【妊婦に対する育児ﾊﾟｯｹｰｼﾞ追加配布】
・育児パッケージ追加配布
6,590 万円
☆妊婦の新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染を防ぐため、従来
からの出産・子育て準備支援の「育児パッ
ケージ」に感染防止のため
に必要な物品等の追加とﾀｸ
ｼｰでの移動に使用できる
「品川区内共通商品券」
（1 万円分）を配布する。

・中小企業事業資金融資あっせん
14 億 7,741 万円
☆融資あっせん申込増加に対応する。
・雇用環境整備、安定化支援 1 億 817 万円
☆ﾃﾚﾜｰｸ導入のための社会保険労務士等のｺﾝｻ
ﾙ費用や機器導入、新型感染症関係の国の助
成金申請のための社会保険労務士の代行費
用を助成する。

【商店街活性化事業費】

・感染症対策支援金 6,550 万円
☆感染拡大に取り組む商店街を
支援する。
対象：区内 98 商店街
内容：会員数・活動状況等に応じ、支援金支給。
375,000 円～100 万円

【就学援助】
・臨時休校中の在宅学習支援（昼食費）
8,128 万円
対象：就学援助対象者（小学生・
中学生）、要保護者を含む
支給額：１食 500 円。1 ヶ月 20 回。
４・５月分で
20 回×2 ヶ月分を支給

【その他】
・高齢者福祉施設（介護）、障害福祉施設のサービ
ス業務継続支援金
介護 1 億 4,600 万円、障害福祉 3,200 万円
・新型コロナウイルス感染による臨時休業等に伴
うベビーシッター利用支援
7,420 万円

クイズの答え:①～⑥。他に旧東
海道品川宿、戸越公園、目黒川の桜、天
王洲ふれあい橋等があります。区 HP
月・水 ＪＲ大井町駅前
から【ﾊﾞｰﾁｬﾙ背景】で検索して下さい。
火 京急青物横丁駅前
ｳｪﾌﾞ会議やｵﾝﾗｲﾝ
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
飲み会などでご
◎議会等の事情で変更する場合があります。
金 京急立会川駅前
活用を♬～在宅
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
☆各 7:00-9:30 頃
で区内の風景を
お楽しみ下さい。
②新幹線

朝、駅前にいます！

