☆☆品川区イズ 552☆☆
◇しながわ活力応援給付金◇

No.

552

2020 年

7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

東京都知事選挙が 6/18～7/4（5 日投開票）
に行われました。選挙期間中は、政治活動が制限
されますので、駅頭での『区政報告』配布を一部
でお休みさせて頂きました。
約 3 週間ぶりに『区政報告』
配布を再開いたします。ご愛読
のほど、よろしくお願いいたし
ます。

ちょっとした話ながわ

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
ための取り組みとして、区民一人あたり 3 万
円の給付を行います。また、未来を担う子ど
もたちの学習・生活支援のため、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？
①2020 年 1 月 1 日生まれ（当日区に住民登録）
②2020 年 4 月 27 日生まれ （同上）
③2020 年４月 28 日生まれ （同上）
④2020 年 12 月 31 日生まれ (同上）
⑤2021 年 1 月 1 日生まれ
（同上）
◎難易度 ☆☆☆

◇都知事選投票率：品川区
56.21％ 23 区で 9 位
（東京都全体 55.0％）
有権者 332,001 人 投票者 186,631 人
・前回：平成 28（2016 年）7/31 60.05％
☆前回よりﾀﾞｳﾝ。40％以上の棄権は大きな課
題です。都には、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防
止対策を始め、難題が山積しています。

7/6 品川区ＨＰ

◇また、大井競馬場から馬が脱走！
6/20 大井競馬場によると、競走馬が午前
8 時頃に逃げ出し、隣を流れる京浜運河に転
落した。馬はおよそ 350 メートル泳いでよ
うやく対岸にたどり着き、競馬場に戻されま
した。 馬は牝（ﾒｽ）のサルダーナ号（6 歳）
で、高知県の競馬場から東京に移って来たば
かりだった。朝の調教の後に逃げ出し、競馬
場のすぐ隣の防潮堤を飛び越えて、運河に落

ちたという。大井競馬場では 5/25 にも誘導
馬が逃げ出して車に衝突している。競馬場
では施設を総点検して、再発防止に努める
としている。
参考：ANN ﾆｭｰｽ、他

◇立会川のカルガモのひな死ぬ
『 し ん じ 新 聞 551 号 』 で ご 報 告 （ 区
HP5/27 にも掲載））した立会川のカルガ
モ親子。８羽のひなは、とても悲しいこ
とに、その後
死んでしまい
ました。
5/27 品川区ＨＰ

高橋しんじプロフィール

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。

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

◇国による特別定額給付金申請・給付状況
（国民 1 人 10 万円給付）
7/7（火）現在

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)。

申請受付
200,108 世帯
87.6％
給付状況
86,987 世帯
43.4％
休日も含め 24 時間体制で給付事務を行っています
が、申請件数が膨大なため、振り込みまで 2 カ月程
度かかる場合があります。給付手続きが完了次第、
区から決定通知（「ご指定の口座に〇月〇日に振り
込みます」というハガキ）をお送りします。
お問い合わせ 品川区ｺｰﾙｾﾝﾀｰ（03-5742-7803）
時間 午前 9 時～午後 5 時（土、日、祝日を除く)
参考：品川区ﾎ-ﾑﾍﾟｰｼﾞ ☆大変ご迷惑をおかけして
います。今しばらくお待ちください。
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。5/12 に続
く令和 2 年度 2 回目の編成です。
今回の補正予算額＝約 149 億 4 千万円

キーワード
7/8 に区議会の第２回定例会が閉会しま
した。議決されたことの一部をご報告し
ます。詳細は区議会 HP をご覧下さい。

◇令和２年度一般会計補正予算◇
（１）しながわ活力応援給付金
4/27 に区に住民基本台帳に記録されてい
る住民に 1 人３万円給付。中学生以下は、
5 万円給付。
注 基準日の特例－4/28 から 12/31
生まれで区に住民登録された新生児
も支給対象となります。
がくしゅうそふと
【申請書の送付】8 月上旬。郵送申請のみ
【給付開始】
8 月中旬以降（予定）
・詳細は、区 HP、広報しながわ 7/11 号、
またはｺｰﾙｾﾝﾀｰへ⇒ 0570－02ー5670
午前 9 時～午後 5 時（土、日、祝日を除く）
〇予算額：135 億５千万円
（２）プレミアム付き区内共通商品券
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ率⇒30％ 発行額 10 億４千万円
１冊 5,000 円（額面 6,500 円）
【申し込み受付】7/11（土）～
25（土） 専用はがき、区 HP。
【販売期間】8/19～31
【使用期限】令和 3 年 1/31 まで
・詳細は、区 HP、広報しながわ 7/11 号等
〇予算額：1 億 6,421 万円
☆春に販売予定でしたが延期されていまし
た。ぜひ、ご利用ください。

（３）子ども食堂、私立保育園、私立幼稚園運
営支援
・子ども食堂－衛生用品購入（消毒液、ﾊﾝﾄﾞ
ｿｰﾌﾟ、マスク等）
・公私立保育園・公私立幼稚園
－健康診断時の感染防止対策物品購入
（４）区立学校関係
▽ICT 化 （ｵﾝﾗｲﾝ授業へ）
・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末調達費用等
24,000 台。区立小中学生
1 人 1 台貸し出しへ。
・学習ｿﾌﾄ等ﾗｲｾﾝｽ使用料
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料、その他
〇予算額：14 億 4,475 万円
☆「全国的な端末不足のため年内の完全配備
は、厳しい状況。年度内（来年 3 月まで）
の配備を目指す」（区の担当者）
▽健診時における感染症防止対策物品購入
▽体温測定装置 52 台（小中学校 1 校 1 台）
〇予算額：3,952 万円
▽ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進事業経費
延期になったので幼稚園、保育園、小中学
校等の競技観戦経費などを減額（支出しな
い）。〇予算額：8,344 万円

クイズの答え:①～④。給付金支給は
2020 年 4/27 時点で区に住民登録のあ
る方。また、③④⇒感染症拡大という
不安な妊娠期を過ごされ、出産された
月・水 ＪＲ大井町駅前
子育て世帯支援のため、基準日（4/27）
火 京急青物横丁駅前
の翌日以降（4/28～12/31）に生まれ、 ◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
品川区に住民登録されたお子さんに対 ◎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
しても 5 万円を給付します。この給付金 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
☆各 7:00-9:30 頃
に関する詳細は、区 HP 等をご覧下さい。

朝、駅前にいます！

