○新型コロナの収束は
まだ見えません。その
中で、日々の生活をし
ているだけでも大変で
す。
４月からの年金は物
価上昇１・１％増と引
き下げ分の０・４％を
合わせて１・５％の削
減となります。
また、 月からは、
歳以上の医療費窓口負
担が 割負担になるな
ど、高齢者の生活はま
すます厳しくなること
が予測されています。
現役世代では、特に

若い女性の自殺が増え
ていたなど、非正規で
働いている方たちが仕
事を失い、一挙に生活
困難に陥るなど、深刻
な実態が報道されてい
ます。
○収入がない中でも、
年金や税金などの納税
などは待ったしで催促
されます。払えない実
態であっても、そのま
ま放置していると、延
滞金が付いてしまい、
ますます納税額が増え
てしまいますので、ま
ずは区役所の担当課へ

連絡してください。そ
の際、分割して納税す
るとか、遠慮なく相談
してください。
○ 歳以上で６ヶ月程
度寝たきりで、食事・
排泄等の日常生活に支
障のある方は、障害者
控除認定書の交付対象
となり、一定金額の所
得控除を受けられる場
合もあります。相談窓
口は高齢障害支援課
３４１・１１３９
※または、荒木０９０・
８８１９・６１９５へ
までご連絡ください。

制限撤廃に向けては、 学校給食には市民の皆
３歳～６歳までの負担 様の大きな期待が寄せ
軽減の実現に必要な７ られていると感じてお
億円５千万円は、高速 り、市民の皆様に選ば
道路関連で積み立てて れたものとして実現を
いる財政調整基金を充 目指すことは使命であ
てれば捻出できると主 ると考えている。一方
張し検討を求めました。 で、実現に向けては様々
山中市長は、「３つ な課題があることも事
のゼロ」と中学校給食 実。そのためまず具体
の公約実現に向けた思 的にどのように進めて
いと新年度予算の考え いくべきか態勢を整え
方について、「公約で 検討をすることとした」
掲げた３つのゼロと中
市民の声を聞く取り
組みについては、「私
自身が現場に出向いて
市民の皆様と直接対話
するなどさまざまな機
会を捉えて、市民の皆
様の声を聞いていく」
と答弁しました。
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○２月 日（金）横浜 なく、公約実現に向け
市議会予算代表質問が た思いをしっかりと市
行われ、日本共産党か 民に示すことが必要と
ら 私 ・あら きが 登壇。 主張しました。
５月以降に示される
予定の中期４か年計画
（ 2022
年から 2025
年）
の骨子に、市長選挙で
掲げた目玉公約の「３
つのゼロ」と、中学校
給食の全員実施を明記
し、市民と約束したこ
との実現に向けた姿勢
をはっきり示すことを
要望。計画案を示した
際には 区に市長が出
向いて、直接市民の意
見を聞く機会を設ける
ことなどを提案しまし
た。
小児医療助成の所得

発行：南区くらしの相談センター ：
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あらき由美子で検索

市長が昨年９月の所
信表明演説で公言した
「小児医療費・出産費
用・敬老パスの自己負
担の３つのゼロ」と全
員制の中学校給食に向
けた予算が、今回明確
に計上されなかった理
由を問い、議会の多数
会派に忖度するのでは

TEL:045-714-1820 FAX:045-714-1825 E‐mail ： mail2@araki-yumiko.jp
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当する方
基礎疾患のある
上 歳以下の方

宣伝カーで宣伝
日 教育委員会・経済
局の特別委員会の質問
準備
日 教育委員会・経済
局の質問のためのヒア
リング
日 本会議 予算関連
質問
日 南区革新懇で市政
報告

４
( ３
)回目接種日時点
で横浜市内に住民登録
５
( 横
)浜市発行の接種
券で２回目の接種を受
け、接種券番号がわか
る方
接種当日は、次のもの
３点を必ずご持参くだ
さい。
本人確認書類（マイナ
ンバーカード、運転免
許証等）
２回目接種の接種日が
確認できるもの（新型

日 お三の宮地域訪問
日 永田地域・三春台
地域で訪問
日 予算特別委員会
教育委員会・経済局で
コロナ対策等の質問

ロシアの軍事作戦は直

３月１日 火
(曜日 ～
)３
月 日 水(曜日 )

月(曜日を除く 日間 )
べたくなりました。
市ホームページより

ちに中止を！ 戦争反対！

日 京急弘明寺駅宣伝
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あらきのぼやき
明書アプリによる接種
朝ドラの影響で、
証明書、接種済証等）
粒あんたっぷりのた
１・２回目接種の接種
い焼きが食べたくて。
でもたい焼きを売っ
券番号がわかるもの
ているお店がある上
（横浜市が発行した接
大岡には議会がある
種券に記載された番号）
のでなかなか行けず、
※「接種券なし接種」
近くのスーパーで売っ
に予約された後に接種
ているおはぎに目が
券が届いた場合は、接
行き、買って食べた
種当日に会場に接種券
ら、すごーく美味し
をお持ちください。
くてはまっています。
新たな集団接種会場
京急弘明寺駅前の
保土ケ谷会場
お店の今川焼も美味
横
しい。ドラマでは焼
( 浜ビジネスパーク
きたてを買ってその
横浜ラーニングセンター
)
場で食べていますが、
関内第２会場
やはりそれが一番美
関(内中央ビル９階 )
味しいですよね。
ああ、この記事を書
いている間にも、食
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日 予算特別委員会
医療局・建築局

～ 歳の方（
以
上）を満たす肥満の方

歳以

７日 生活相談で現地に
行く 団会議
８日 基地対策特別委員
会
９日 本会議 団会議
日 生活相談 団会議
日 市民のための市政
を前に進める南区民の
会うちあわせ
日 政策総務財政常任
委員会
日 予算代表質問のた
めの団会議
日 生活相談
日 予算特別委員会の
ための団会議
日 本会議で予算代表
質問に立つ
日 永田地域で訪問

〇３回目接種「接種

券なし接種」について

次のとおり期間限定で
「接種券なし接種」を
実施します。
対象者
次の １
( ～
) ５( の
)全て
にあてはまる方
対象者要件
１
( ３
)回目接種日に２
回目接種完了から６か

BMI
30

新型コロナウイルスワ
クチンの３回目接種を
さらに進めるため、２
回目接種完了から６か
歳以下
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の一部の方々について、 がある方

月が経過した
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コロナワクチン接種証

14

月が経過している方
２
( ３
)回目接種の接種
券が届いていない方
３
( 次
)のいずれかに該
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64
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生活相談
・相続税について
・近隣の建築に関わる
騒 音・ 振 動 ・ 安 全 対 策
等について ２件
・ 学校 の コ ロ ナ 対 策 に
ついて
議員活動
１～３日 予算研究会
４日 オンラインで区作
り推進会議 団会議
５日 議員研修会
６日 上大岡駅で２区市
民連合の皆さんと宣伝

くらしの相談センターだより 所長あらき由美子 ３月 第157号

