本人が直接申請する、休業支援金・給付金
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なく
切実な声が
された中小企業に勤める労働者で、
今年４〜
制度を動かす
９月分の休業手当をもらえなかった方。
正社員、
契約社員、
パートや学生アルバイトも。既に退職していても対象
休業前の一日当たり平均賃金の80％
個人が直接、国に申請（郵送。オンライン申
請は準備中）
申請には原則、
会社の休業証明が必要だが、
なくても申請可能
問合せ

新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金コールセンター

医療従事者、
福祉現場の
皆様に感謝

新型コロナウイルス
感染症支援策紹介
問合せ

1 0120-221-276

月〜金 8：30〜20：00 土日祝 8：30〜17：15

新型コロナウイルス感染症
5万円〜
20万円
対応従事者慰労金交付
対象は医療現場、福祉介護・障害福祉施設の方々
です。
保育所をはじめとする子どもと向き合う現
場の方々にも、同様の制度を創設することを、引
き続き国に求めて参ります。
申請の主体は事業主ですが、状況によって
個人も可能

コールセンター

医療

障害福祉

介護

1 0120-510-441（または 048-824-2111）

平日 9：00〜17：30

企業が事実上倒産し、
賃金が支払われないまま退職された方に対し、
未払賃金の一部を国が事業主に代わって支払います。

山川は国会で、
母性保護の対策の重要性を継続して訴えて
きました。
それがみのり、
会社が母性の健康管理のために
有給休暇を５日以上認めた場合に、
会社に対して一人当た
り25万円〜100万円の助成をする制度が創設されました。

未払賃金立替払い制度

妊娠中の女性労働者向け 有給の休暇制度

問合せ

問合せ

春日部労働基準監督署

平日 8：30〜17：15

労働者健康安全機構

9：15〜17：00

8：30〜17：15

1 044-431-8663

1 048-735-5226

平日

埼玉労働局雇用環境・均等部室

1 048-600-6210

お困りごとは山川ゆりこ事務所までお気軽にご相談下さい !

山川ゆりこ事務所 1

平日

048-927-0131

〒340-0012 埼玉県草加市神明1-2-29

FAX：０４８（９２７）０３５３

情報の連絡先にアクセスできない、相談先が分からない等もお電話下さい

FAX

048-927-0353

info@yamakawa-yuriko.jp

このはがきは切手を貼らずに投函
するか、ファクスで送信して下さい。

お名前

最新情報は山川ゆりこ公式サイトへ

http://yamakawa-yuriko.jp

ご注意
•10万円給付の受付終了 8月31日（当日消印有効）
•埼玉県でタクシー初乗り500円が実現‼

TEL：

新型コロナウイルス
感染症対策 2
第

●ご意見・ご質問

※その他、
山川ゆりこに何でもお聞かせ下さい。

弾

新型コロナウイルス
対策関連
お役立ち情報
（山川ゆりこサイト内）

8月12日

国政レポート

きりとり

埼玉県 越谷市
相模町１︱１２４︱７
新越谷郵便局留

行

山川百合子
後援会連絡所

ミニ版

2020年

山川 ゆりこ

しなやかに、まっすぐ。

衆議院議員

差出有効期間
2022年8月
16日まで
（切手不要）

3634
越 谷 局
承
認

3 4 3 8 7 9 0

料金受取人払郵便

輝く未来を。

郵 便 は が き

だれもが大切にされる

あなたの声を聞かせてください

投票率10％アップをめざす
全国一斉 署名活動
衆議院選挙の投票率は全国で53％。
「政治への不信や失望により、投票所

主義を守る闘いの共同戦線に戻っていただきたい」との思いで、
仲間と共に全国で署名運動を展開しています。

あなたの一筆が大きな力になります。ご賛同いただける
方には、どうぞご協力を頂けますよう、よろしくお願いします。
ご協力頂ける方は、
是非、右のハガキに記入し、
郵送かファックスで
お送りください。

きりとり

から遠ざかった方々に、今一度、民主

https://yamakawa-yuriko.jp/10up/

□ 生活に不安があり相談したい
□ 休業補償・手当の情報がほしい
□ 未払金の立替情報がほしい
□ 慰労金がもらえるのか知りたい
□ 勤め先に相談できず困っている
ことがある

「私の声」
を
とどけ隊

越谷では48％です。

オンライン署名は
こちらから！

1. あてはまる項目に☑を入れてください。

□ 給付金や支援金などの
申請手続きで困っている
□ 給付金の申請をしたが、
振り込まれていない

□ その他

2．投票率10％アップをめざす国民運動 に
□ 賛同する

□ 賛同しない

3．ボランティア参加を頂ける皆様へ
□ 自宅や会社にポスターを貼ってもよい
□ 運転の手伝いをしたい
□ ポスティング・封詰め・あて名書きなど
□ 友人・知人を紹介したい
□ 会報をおくってほしい

下記QRコードからも
ご回答・ご意見サイトへ
アクセス頂けます

お名前
Topics

タクシーの 初乗り500円

が実現

山川ゆりこが、
免許証を返納された
方の声をかたちに提案！
今年2月に初乗り料金が改定され、
ワンコインとなりました。
人生の大先輩、小さなお子さまをお連れの方々が外出
しやすい
「だれもが大切にされるまち」
をつくります。

TEL：

年齢層

FAX：

歳代

※よろしければご記入下さい

E-mail：
※ご記入事項は個人情報保護法を遵守し、適正に管理いたします。

＜討議資料＞

保存版

〒
ご住所

このはがきは切手を貼らずに投函
するか、ファクスで送信して下さい。

FAX：０４８（９２７）０３５３

お役立ちダイヤル情報

新型コロナウィルス
の症状・その他
経済的な困りごと
（コロナ関連も）

ご自身のかかりつけ医

越谷保健所

1

（平日8:30~17:15）

（24時間）

生活自立相談
「よりそい」

1 048-963-9212

（平日 9:00~17:00）

救急電話相談

1 #7119（048-824-4199）
（24時間）

子どもの救急

医師の応急診察
（越谷市夜間急患診療所で夜間）

子育て相談

越谷市子育て支援総合窓口

消費者トラブル

越谷市立消費生活センター

子ども医療電話相談

1 ＃8000（24時間）

1 048-960-1000（毎日 19:30~22:30）

1 048-963-9165（平日 8:30~17:15）
コロナ関連給付金・助成金等

1 048-965-8886

1 0120-213-188

（平日 9:30~12:00, 13:00~15:30）

DV相談

県民サポートセンタ―

1 048-973-7530 1 0570-783-770

記入欄

越谷市女性・DV相談支援センター

1 048-963-9176

（平日 10:00~16:00）

1 048-970-7415

（平日 10:00~12:00, 13:00~16:00） （水・金 17:00~20:00）
山川百合子公式サイト

皆様の声を聞かせて下さい！

山川ゆりこ事務所

1 048-927-0131

〒340-0012 埼玉県草加市神明1-2-29

FAX

048-927-0353

山川ゆりこ
山川ゆりこ

チャンネル
下記QRコードより チャンネル

愛する越谷 動画配信中！

info@yamakawa-yuriko.jp

