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国保料特別軽減は

郵送で申請できます 
！マークのついた案内チラシが

届いたら、必ず減免されます 

保険料納入通知書と一緒に、「！」マ

ークのついた「国民健康保険料の軽

減制度のご案内」チラシと「国民健康

保険料減免申請書（特別軽減申請用）」

が同封されてきた世帯は、申請すれ

ば保険料が減免され、一人2000円必

ず保険料が下がります。 

特別軽減は、国保加入者の2人に1

人が該当しているのに、窓口申請が

必要とされ、該当者の3割しか減免さ

れていませんでした。ようやく昨年

度、郵送申請が可能になり、減免件数

が増え、該当者の4割を大きく超えま

した。今年も積極的に申請しましょ

う。 

今年も郵送で申請できます 

送られてきた申請用紙に保険証の

記号番号、住所、氏名、電話番号、申

請日を記入するだけ。ただし封筒と

切手はご自身でご用意ください。宛

先は各区役所の保険年金課保険係ま

たは支所区民福祉課保険係です。 

コロナ対応で混雑を避けるための

郵送措置です。いまま

でどおり窓口でも手

続きできます。 

私たちの「表現の不

自由展 ・その後 」 
7月6日(火)～7月11日(日)、企画展

「私たちの『表現の不自由展・その

後』」が市民ギャラリー栄にて開催致

されます。入場料は一般500円、18歳

以下と障がい者手帳をお持ちの方は

無料です。 

出品作品は、河村市長の干渉

によって展示中止に追い込ま

れた、あいちトリエンナーレ

2019の「表現の不自由展・その

後」から「平和の少女像」、「遠

近を抱えてPartⅡ」、「重重―中

国に残された朝鮮人日本軍「慰

安婦」の女性たち―」(そのほか

に「遠近を抱えて」から１作品、

安世鴻氏の写真を複数点追加)、

それに市民運動の記録(タイト

ルは「壁を越えて」)が展示され

るとのことです。 

主催は「表現の不自由展・そ

の後」をつなげる愛知の会。 

詳しくはこちらへ→ 

協力弁護士と初回無料で法律相談が

できます【予約制・30分】 

⚫第 2金曜日：午後 2時〜4時 

⚫緊急対応・電話での相談など、ご

相談に応じます。まずはお電話を 

7/9(金), 9/10(金)分予約受付中！ 

 

無料法律相談のご案内 

予約℡： 
 

〒466-0849 名古屋市昭和区南分町 3-3 Tel  Fax 052-858-3256
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東京都議選へのご

支援をお願いします 
日本全体の政治状況をも大きく左

右する東京都議会議員選挙が、6月25

日に告示され、7月4日(日)投開票で闘

われています。ご家族・ご親戚・お知

り合いなどつながりのある東京都民

の方に、ぜひ日本共産党の候補をお

知らせください。詳しくは党都

委員会Webへ。→ 

千代田区 定数１ 

冨田なおき 
とみた・直樹（新）45歳 

党千代田区副委員長・都政対策委員長 
 

港区 定数２ 

野口ひろき 
のぐち・博基（新）47歳 

党港地区委員、都政くらし・福祉の相談室長 
 

新宿区 定数４ 

大山とも子 
おおやま・ともこ（現）65歳 

党都議団長、幹部会委員、都副委員長。都

議会公営企業委員会理事、都議7期  

文京区 定数２ 

福手ゆう子 
ふくて・裕こ（新）44歳 

党文京地区常任委員・都政対策委員長。

元区議1期  

台東区 定数２ 

小柳しげる 
こやなぎ・茂（新）48歳 

党台東地区都政対策委員長 
 

墨田区 定数３ 

伊藤大気 
いとう・だいき（新）42歳 

党都委員、墨田地区委員長、都政対策委

員長  

江東区 定数４ 

あぜ上三和子 
畔がみ・みわこ（現）65歳 

党都議団副幹事長、都委員。都議3期 
 

品川区 定数４ 

白石たみお 
しらいし・民男（現）39歳 

党都議団政調委員長、都委員。都議会厚

生副委員長、都議2期  
目黒区 定数３ 

星見てい子 
ほしみ・定こ（現）63歳 

都議1期。元目黒区議3期（世田谷区議1

期）  

大田区 定数7 

藤田りょうこ 
ふじた・綾子（現）46歳 

都議1期。看護師として病院に20年勤務 
 

世田谷区 定数８ 

里吉ゆみ 
さとよし・ゆみ（現）53歳 

党都議団政調委員長代理、都委員。都議

会環境・建設副委員長、都議2期  

杉並区 定数６ 

原田あきら 
はらだ・暁（現）45歳 

都議1期。元区議4期 
 

豊島区 定数３ 

米倉春奈 
よねくら・はるな（現）33歳 

党都委員。都議2期。党都ジェンダー平等委

員会委員  

北区 定数３ 

そねはじめ 
曽根・肇（現）69歳 

党都委員。都議6期 
 

荒川区 定数２ 

鈴木けんいち 
すずき・賢一（新）５９歳 

党荒川地区副委員長・都政対策委員長 
 

板橋区 定数５ 

とくとめ道信 
徳留・みちのぶ（現）68歳 

党都委員。都議2期 
 

練馬区 定数7 

とや英津子 
戸谷・えつこ（現）57歳 

党都議団政調副委員長、准都委員。都議

会文教委員会理事、都議1期  

足立区 定数６ 

斉藤まりこ 
さいとう・真里子（現）46歳 

都議1期。2015年区長選出馬 
 

葛飾区 定数４ 

和泉なおみ 
いずみ・尚美（現）58歳 

党都議団幹事長、都委員。都議会都市整

備副委員長、都議2期  
江戸川区 定数５ 

原純子 
はら・じゅんこ（新）56歳 

河野ゆりえ都議事務所長、党都常任委員、

党都ジェンダー平等委員会委員  

八王子市 定数５ 

アオヤギ有希子 
青柳・ゆきこ（新）42歳 

党八王子地区委員。市議3期。市農業委員 
 

府中市 定数２ 

からさわ地平 
柄沢・ちへい（新）32歳 

党地区常任委員、府中青年学生対策責任

者  

昭島 定数１ 

永元きょう子 
ながもと・香こ（新）48歳 

党昭島ジェンダー平等対策責任者 
 

町田市 定数４ 

池川友一 
いけがわ・ゆういち（現）36歳 

党都議団政調副委員長、准都委員。都議

会財政委員会理事、都議1期  

日野市 定数２ 

清水とし子 
しみず・登志こ（新）58歳 

党准都委員。元市議5期 
 

西東京市 定数２ 

いでしげ美津子 
井手重・みつこ（新）５７歳 

党都委員・北多摩東部地区委員長 
 

南多摩 定数２ 

上杉ただし 
うえすぎ・直（新）41歳 

党多摩稲城都政対策委員長 
 

北多摩第一（東村山市、東大和市、武

蔵村山市）定数３ 

尾崎あや子 
おざき・あやこ（現）62歳 

党都議団政調副委員長、都委員。都議会

経済・港湾委員会理事、都議2期  

北多摩第三（調布、狛江）定数3 

田中とも子 
たなか・智こ（元）63歳 

党准都委員。元都議1期、元狛江市議4期 
 

北多摩第四（清瀬市、東久留米市） 定

数2 

原のり子 
はら・紀こ（現）55歳 

都議1期。元東久留米市議5期、元市議会

副議長  

島部（大島町、利島村、新島村、神津島

村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、

小笠原村） 定数1 

梅木けんじ 
うめき・健司（新）70歳 

党都委員・島しょ都政対策責任者  

五輪中止でコロナ対策に全力を！の声を

「比例は日本共産党」とともに広げてください。 
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