
仕上がり線まで画像や背景がある場合は、
ここまでヌリタシをご作成下さい
（＊断裁時の若干のずれにより紙の地色が
出るのを防ぐ為です）

この赤い線が仕上がり線となります。
この位置で断裁されます。
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＊データ作成時のご注意＊
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたし
ます。
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに
変換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。）
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“ありがとう”の気持ちで品川区の街に優しさと夢を
一人一人が輝く街をめざします

2020年7月5日東京都知事選挙結果（小数点以下切り捨て）

都計 品川区

当選 小池ゆりこ 無所属 3661371 108373

宇都宮けんじ 無所属 844151 23831

山本太郎 れいわ新選組 657277 18220

小野たいすけ 無所属 612530 22726

桜井 誠 日本第一党 178784 5419

立花孝志 ホリエモン新党 43912 1763

七海ひろこ 幸福実現党 22003 767

ごとうてるき
（略称）トランスヒューマ

ニスト党
21997 696

沢しおん 無所属 20738 685

西本 誠 スーパークレイジー君 11888 338

込山 洋 無所属 10936 288

平塚正幸 国民主権党 8997 215

服部 修 ホリエモン新党 5453 148

さいとう健一郎 ホリエモン新党 5114 96

市川ヒロシ 庶民と動物の会 4760 120

ないとうひさお 無所属 4145 151

関口安弘 無所属 4097 121

竹本秀之 無所属 3997 85

石井 均 無所属 3356 84

長澤育弘 無所属 2955 63

押越清悦 無所属 2708 126

牛尾和恵 無所属 1510 52
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西本 誠 スーパークレイジー君 338

込山 洋 無所属 288

平塚正幸 国民主権党 215

ないとうひさお 無所属 151

服部 修 ホリエモン新党 148

押越清悦 無所属 126

関口安弘 無所属 121
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東京都
当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率

（人） （人） （人） （％） （％）

東京都計 11,290,229 6,209,940 5,080,289 55 59.73

品川区 332,001 186,631 145,370 56.21 60.05
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区民・行政・議会・

企業それぞれの

立場を尊重し、協

働しあう品川区

へ！

輝く街づくりのために

西本たか子の政治姿勢
あらゆる立場を理

解し傾聴

住民と行政との懸
け橋

政党にこだわらず、あらゆる立場の声をしっかり
聞き区政に生かします。

正しい情報の伝達 しっかりと正しい情報を伝え共に
考えていきます。

対立でなく支えあう関係、協働参画できるよ
う架け橋になります。

西本たか子プロフィール
■ 1960年 11月 福島県いわき市生まれ

■ 1981年 国立福島工業高等専門学校（福島高専）卒業

■ 1981年 東京農工大学 工業化学専攻３年へ編入学

■ 1983年 東京農工大学 工業化学専攻卒業 東京工業大学

生命科学科 研究生

■1984年～1985年 東海医理科工業株式会社

■1985年～2003年 アマシャムバイオサイエンス株式会社

■2003年 品川区議会議員 初当選

■2007年 品川区議会議員 2期目当選

■2011年 品川区議会議員 3期目当選

■2015年 品川区議会議員 4期目当選

■2018年9月 品川区長選挙出馬

■ 2019年 品川区議会議員 5期目当選

【その他役職】

●保護司 ● 自衛官募集相談員 品川区副支部長

●福島県うつくしま福島浜通り会 副会長

●品川区父母の連絡会 顧問

保護司として更生のお手伝い

（社会を明るくする運動の街頭宣伝）
第一回目から東京マラソン
のボランティアに参加

父母連会長時代から20年間

「ふれあい動物園」を開催

しながわ活力応援給付金
品川区独自の給付です。しながわ活力応援給付金 区民1

人対し3万円、中学生以下は5万円支給です。
総額135億5千万円
国の給付金申請で振り込み先を指定されていますのでそれ
を活用して手続きを簡略化するとのことです。
国の1人10万円給付の申請まだの方は、早めにしてください。
この財源は、基金（品川区の貯金みたいなもので、今回は財
政調整基金）を切り崩して充当します。
令和元年度末では基金全体で908億円4千万あり、その内、
財政調整基金が194億円、そこから135億円が使われること
になります。
品川独自の対策を取るべきで基金の在り方も考えることが必
要だろうと総務委員会でも意見を強く申し入れをしていました。
品川区の英断に感謝です。さらに自粛によって経営が困難
になってしまった店舗や中小企業への支援も早急に考えて
いただきたいとさらに要求していきたいと思います。
区は、新型コロナウイルス感染症拡大により生活に多大な影
響を受けた区民に対し、外出自粛要請等に伴う負担の軽減
と、区全体の活力を取り戻すことを目的に、令和2年度一般
会計補正予算案（第3号）として、「（仮称）しながわ活力応援
給付金」予算135億5,000万円を6月25日区議会第二回定例
会に提案され可決されました。
【給付対象者】
品川区民約40万6,000人。（中学生以下は約5万人）
【給付額】
区民1人当たり3万円。中学生以下には、1人につき2万円を
加算し1人当たり5万円。
【申請方法】
郵送申請のみ
【4 月 28 日以降に生まれた子どもの扱い（基準日の特例）】
（１）給付対象者：4 月 28 日から 12 月 31 日までの生まれ
で品川区に住民登録された新生児 （令和元年 5～12 月の
出生届数：2,651 件）
（２）給付要件：給付対象者の母または父が、令和 2 年 4 

月 27 日現在に品川区に住民登録があり、申請日まで引き
続き住民登録があること
（３）給付額：５万円 （中学生以下と同じ給付額とする）※特
例に該当する給付対象者分の申請書は、別途世帯主あてに
送付する
給付までのスケジュール
6 月システム構築事前調整 7 月 （上旬）
業者契約 （中下旬）システム構築、
対象者情報整理 8 月 （上旬）申請書発送
受付 8 月 （中旬）給付（予定）

特定定額給付金10万円給付 何時届く？
5/1からオンライン申請が始まり、約11000件の申請がありま
す。早い方で5/18頃から指定の銀行に振り込まれていますが
様々な確認で時間がかかります。
何故時間がかかるのか
・世帯ごとの申請となるため、世帯主が同居している方の名前
の情報を打ち込むが、その情報の確認を住民基本台帳の情
報と照合する作業が発生する。マイナンバーは個人のもので
あり、家族の情報とリンクしていない。したがって手作業により
住民基本台帳と照合が必要になる。
・入力ミスがあると訂正する作業の発生、ミスがあった場合、
本人のメールにお知らせするものの、手続きは、専用コールセ
ンターに問い合わせを本人にしていただき訂正をおこなってい
ただくため時間が相当かかる（セキュリティーのためメールで
の申請訂正は不可）
・何度もオンラインで申請する方も多く、そのチェックに時間が
かかる。今のシステムは何度も申請できてしまう。
オンラインの申請処理件数は約350件/日 約2000件/週
したがって現時点の申請数を終わるのには約5～6週間で7月
中旬ごろまでかかる計算となります。
5/21から郵送申請書は発送され、今週末には届くと思います。
郵送で送られる申請書には住民基本台帳の情報がすでに記
載されていますので、希望のところにチェックし、振込先の情
報、口座確認の写し、世帯主確認の書類を添付するので、区
役所の手間がオンライン申請と比較し10倍速く済む。
品川区の世帯は23万世帯、オンライン申請分を引くと約21～
22万世帯一斉に郵送されます。
申請書処理 3000件/1日 21000件/週
全世帯処理には約10週間必要 8月中旬までかかる予測です。
区は24時間、土日返上体制で処理を行っています。現在でき
うる最大の体制をとっています。
少しでも早く皆様の手元に届けたい気持ち山々ですが、現実
はこんな状況です。
現時点では郵送の方が早い場合がありますので郵送での申
請をお願いします。

（１） 課税上の取扱い税法上
個人の一時所得として取扱われる。
（２） 生活保護世帯の収入認定の取扱い収入認定除外の方
向で関係行政機関と調整中

お願い！！
コロナ対策で疑問、ご意見のある方は西本へ
お知らせください。
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