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定例会（質問および答弁）のインターネット放映 は

令和２年 第４回 港区議 会定例会

港区議会ホームページ ℙ 動画配信 からご覧下さい！

11 ⽉26⽇から 12 ⽉4⽇まで 令和 2 年 第 4 回 定例会が開催され、初⽇には⾃⺠党議員団から⼩倉りえこ議員が代表質問に、
2 ⽇⽬には ゆうきくみこ議員が⼀般質問に⽴ち、武井雅昭区⻑、⻘⽊康平教育⻑に対し、質問・提⾔を⾏いました。

代表質問

⼀般質問

⼩倉りえこ 議員
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Ⓟᵾ᧤ᒍխଚΦͱЇࡢ࠾ܥᗇׄ֙྇ΰᖼᄐݚ໒
Ⓡጆ྇ല
ℑ ӑԐӨвӫׄۅۍޕ᭭ࡢ࠾ܥΰᎈᤏ൴
ℑ ᄧޕᓎጆ྇ലѼԣ҇Դ
Ⓥᄧޕΰෛᛍ
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ゆうきくみこ 議員
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ⓋخᛍࣚڶΰᜱᇳḶΝᷤᛍΰڬਲ਼
ⓍਉᛍΙ൴ᔌΦிܣᴄНਯϪΣ̱૽ঀ
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ℑ ┛└ⓨੲڽΦϽЇ᳕ጉ
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「港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例」を制定しました
ພסᨯᔃН᭴ᗕͪΙတଙͪ΄नߵ⒞ݨۂԯᇐԯጆܯጆΣΠϳϦНிΣ̱नߵНᴌ͒⒠˫တଙฒΦͮΙ
ᨯࡅधᯝᔃНᄘ᷉ͱЇϬΰΜͱˮ͞ЊϟΜᄧޕᨯסΦ᷑ΰື،δᇱ͒˫ᚲޕᨯסᨯࡅΰ᭶഼ߑξޕၡΰ
᎑ྰ͈ЁΰͣౘᔃНᫌϟ̾˫ᜱၡڹռੲΦΙཪᦝН᳑াͪ˫ھᨯࡅΰ᪅߹НᖼΙܣਯΦᘡ͋Єϟͪ΄ˮ

ごみの捨て⽅

に 関するお願い

― 新型コロナウイルス感染拡⼤時のごみの出し⽅について、次の点にご注意下さい ―

ご使用になられたマスク、ティッシュなど

感染している方、感染が疑われる方またはそのご家族等が飲み終えた

感染拡大の恐れがあるごみは

ペットボトル（キャップ含む）や資源プラスチックは、

ビニー ル袋に入れて密閉してからごみ袋に入れて下さい。

例外的に「可燃ごみ」で出して下さい。

ごみ袋を集積所に出す際は、しっかりとごみ袋の口をしばって下さい。

集積所のごみがカラスなどに荒らされないように対策をして下さい。
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港区議会⾃⺠党議員団ニュース

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う港区の⽀援
区

分

⽀ 援（事業名）

住⺠税⾮課税世帯の
家計を応援

港区商品券特別給付

給
付

⽣活が困難な
ひとり親世帯の⽅々に

休業による収⼊減で
住居を失う
おそれがある

猶予・減免

収⼊減で
保険料の納付が困難

収⼊減で
税の納付が困難

ひとり親世帯
臨時特別給付⾦

内

容

児童扶養⼿当受給世帯等に対して給付
⼀世帯:5万円 ※ 第2⼦以降は3万円加算
基本給付の再給付
（基本給付で認定された⽅のみ対象）
⼀世帯:5万円 ※ 第2⼦以降は3万円加算

令和 3年2⽉1⽇発⾏

Minato City News

申請期限

世帯員全員が令和2年度の住⺠税が課税され
ていない世帯に区内共通商品券を給付
単⾝世帯:2万円分 複数⼈世帯:3万円分
※ ⽣活保護受給世帯等は対象外
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令和3年1⽉中旬〜3⽉中旬

令和3年2⽉26⽇まで 消印有効
※ 詳しくは右記の問合せ先に
ご確認下さい。

問合せ先
港区 企画課 商品券特別給付担当
TEL︓03-3578-2009

港区 ⼦ども家庭課 ⼦ども給付係
（ひとり親世帯臨時特別給付⾦コールセンター）
TEL︓0120-941-923

給付額:原則3か⽉家賃相当額
※ ⽀給上限額あり

通常業務のため、
申請期限はありません。

港区 ⽣活･就労⽀援センター
TEL︓03-5114-8826
住居確保給付⾦相談コールセンター
TEL︓0120-23-5572

国⺠健康保険料の減免

感染症の影響で収⼊が減少された⽅に対し
減免

令和3年3⽉31⽇まで

港区 国保年⾦課 資格保険料係
TEL︓03-3578-2574・2575

国⺠年⾦保険料の
免除･猶予

感染症の影響で収⼊が減少された⽅に対し
免除･猶予

右記の問合せ先にご確認下さい。

港区 国保年⾦課 国⺠年⾦係
TEL︓03-3578-2661

介護保険料の減免

感染症の影響で収⼊が減少された⽅に対し
減免

右記の問合せ先にご確認下さい。

港区 介護保険課 介護収納相談担当
TEL︓03-3578-2896

⼀時的に納付できないと認められる場合に、
納税者の申請に基づき、⼀定期間徴収を猶予

猶予を受けたい税の納期限まで
※ 詳しくは右記の問合せ先に
ご確認下さい。

港区 税務課納税促進係･滞納整理担当
TEL︓03-3578-2615〜2620
03-3578-2626〜2633

住居確保給付⾦

特別区⺠税等
徴収猶予の特例

区の取り組み

貸付･融資等の申請に必要な区が発⾏する証明書⼿数料無料化（港区）
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郵送申請する際の郵送料を区負担とする受取⼈払いの実施（港区）
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地 域 の声、皆様 の思いを区 政に届けます。 私 たちが⾃⺠ 党議 員団です︕
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⾃⺠党議員団 団⻑
建設常任委員会
交通・環境等対策特別委員会

建設常任委員会
まちづくり・⼦育て・⾼齢者等対策特別委員会
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総務常任委員会 副委員⻑
議会運営委員会
⾏財政等対策特別委員会

港区監査委員
区⺠⽂教常任委員会
交通・環境等対策特別委員会
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会
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港区議会 議⻑
保健福祉常任委員会
⾏財政等対策特別委員会

議会運営委員会 委員⻑
区⺠⽂教常任委員会
エレベーター等安全対策･新型コロナウイルス感染症対策特別委員会
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会
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交通・環境等対策特別委員会 副委員⻑
総務常任委員会
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会

⾃⺠党議員団 幹事⻑
エレベーター等安全対策･新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 副委員⻑
保健福祉常任委員会
議会運営委員会
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建設常任委員会 委員⻑
⾏財政等対策特別委員会
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会

⾃⺠党議員団 副幹事⻑
保健福祉常任委員会 副委員⻑
エレベーター等安全対策･新型コロナウイルス感染症対策特別委員会
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港南２―４―７ ⽯橋ビル４Ｆ

ૅϹ̸̱Ί
⾃⺠党議員団 副幹事⻑
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会 委員⻑
総務常任委員会
まちづくり・⼦育て・⾼齢者等対策特別委員会
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私たちの日々の活動を載せております！
Facebook www.facebook.com/jimin.minato/
港区⾃⺠党議員団 ホームページ

www.minato-jimin.com/

