マイナンバーカードの受け取りについて

申請サポート（無料の写真撮

また、マイナンバーカードの

入学説明会を開催します

【日時】
２月 日（土）午前 ３年度に小・中学校に入学する児童・生徒の

用ください。
９時～午後１時

詳しくは市民課住民記録係

かじめご了承ください。

けますので、平日の受け取り マイナンバーカードを交付で
が難しい方はご利用ください。 きない場合があります。あら

りのための臨時土曜窓口を設

変更する場合は、各学校のホー
ムページにてご案内いたしま
す。あらかじめご了承くださ

【会場】
市民課
（市役所１階）
い。
ないのでご注意ください。
※当日は混雑が予想されま
上履き、筆記用具
今年４月に小・中学校に入 りです。必ずご出席ください。 【持ち物】
◎臨時土曜窓口を開設します す。最大３時間ほどお待ちい 学するお子さんの保護者を対
詳しくは、入学する各小・
※新型コロナウイルス感染
マイナンバーカード受け取 ただく場合があります。また、 象に、入学説明会を開催しま 症の拡大など、不測の事態に 中学校へ、直接お問い合わせ
混雑状況によっては、当日に す。日時、会場などは左表の通 より、やむを得ず開催内容を ください。

臨時土曜窓口を２月 日に開設します
マイナンバー（個人番号）
カードについては、混雑緩和
のため、交付通知後３カ月以
内の受け取りをご案内してい
ますが、受取期間が経過した
方についても、来庁の上、受
け取ることができます。ただ
し、すでに市外に転出してい

中学校入学説明会日程表
３年度

☎４７０・７７２２へ。

本村小学校

影など）も行いますのでご利

461・2662
南町小学校

で手続きされた方は、診断書

神宝小学校

の提出が必要となりますので

中央中学校

474・1691
小山小学校

ご注意ください。

下里中学校

473・9196
第十小学校

自立支援医療（精神通院）のご案内

第九小学校

また、精神障害者保健福祉

大門中学校

471・0114
第七小学校

続（更新）手続きを行ってく 手帳を所持している方は、前

第六小学校

自立支援医療（精神通院）と

南中学校

461・5843
第五小学校

は、精神疾患およびてんかん

西中学校

ださい。有効期間は、お手持 回更新時に診断書を提出され
ちの受給者証で確認してくだ た場合でも、手帳更新のため
さい。継続（更新）手続きは、 に診断書が必要となる場合が
あります。診断書の提出が必

東中学校

による、通院のための医療費
助成の制度です。
有効期間の３カ月前から障害

久留米中学校

電話番号

▼健康や日常生活面▼人との
かかわり▼興味や関心のある
こと▼保護者から学校への要
望など

ひとり親世帯臨時特別給付金

【対象】
４月に小学校に入学
援係☎４７０・７７４７へ。 伝える書類です。
「就
【配布場所】
市内および近隣 するお子さまの保護者で、
市の各幼稚園・保育園、わか 学支援シート」を希望する方
成９年度に１階ピロティー部 くさ学園、指導室（市役所６ 【提出方法】
保護者が必要事
項を記入の上、各園などの担
階）など
今後、現状施設の建築基準

屋根の増設も判明）
。

法に係る適合状況について現
状確認を含め調査を実施し、

※「就学支援シート」は個
人情報のため、他の目的に使
【提出期間】
各園などに提出

用することはありません。
する場合＝２月 日（金）ま
で▼学校に直接提出する場合
詳しくは同室特別支援教育

基づき、毎月計算を行い、該

医療機関から市への請求に

分）が高額となり、ご自身の

でかかった医療費（保険診療

１カ月に保険医療機関など

収書で行いますので、医療費

払い済みの確認は、原則、領

医療機関などへの医療費支

ときは、その超えた額が高額 健康保険係（市役所１階）へ
療養費として払い戻されます。 申請してください。

月額自己負担限度額を超えた

の領収書は金額にかかわらず

収書を添えて保険年金課国民

イナンバーカードなど）に領

のマイナンバー確認書類（マ

険者証、世帯主および対象者

になってお納めください。

トフォンアプリをお使い

便局）
・コンビニ・スマー

融機関・ゆうちょ銀行（郵

納期限です。最寄りの金

期高齢者医療保険料第７

民健康保険税第７期、後

民税・都民税第４期、国

２月１日（月）は、市

納期内納付に
ご 協 力 を

当する方には、医療機関にか

大切に保管してください。

国民健康保険高額療養費制度が
あります

かった日から約３カ月半以降

受けるのが２年目以降の方②

①おむつ代の医療費控除を

該当する方

【要件】
次の①・②の両方に

ます。

医意見書確認書」で代用でき

０・７７２９へ。

詳しくは納税課☎４７

期、介護保険料第７期の

に高額療養費支給のお知らせ

詳しくは同係☎４７０・７７

必要事項を記入の上、被保 ３３へ。

と申請書を郵送します。

介護認定に基づいて受けられる

税控除について

所得税や市民税・都民税の おり、認定審査会資料におい

介護認定を受けており、主治

医意見書において障害高齢者

禁発生の可能性があると記載

自立度がＢ１以上、かつ尿失

されている方（申請後、介護

※該当しない方は、２年目

福祉課で確認します）

以降も医師が発行する「おむ
書類）
⑵主治医意見書確認書
障害者手帳などをお持ちで （おむつ代の医療費控除を受 つ使用証明書」が必要です。
【申請に必要なもの】
①対象者本
なくても、市が発行する「障 けるための書類）

手当が振り込まれません。１

不備書類がある方は、１月に

況届」の提出がない方または

害者控除対象者認定書」によ
寝たきり状態で傷病の治療 人の介護保険被保険者証また
り障害者控除を受けられます。 上必要なおむつ代について、 は写し②申請者の身分証明書
詳しくは介護福祉課介護
【要件】
控除の対象となる年 医療費控除を受けるには医師
の 月 日時点で次の①・② が発行する「おむつ使用証明 サービス係☎４７０・７７７
書」が必要です。ただし、控 ７（ 内 線２５５３ ～ ２５５
７）へ。

の両方に該当する方

①市内に住所を有する 歳 除を受けるのが２年目以降の
以上の方②介護認定を受けて 場合は、市が発行する「主治

＝２月８日（月）～ 日（金）
係☎４７０・８０３２へ。

方と同じ水準となっている方

【支給額】
１世帯５万円、第

２子以降１人につき３万円

日（金）までとなります。

【支給手続き】
基本給付の申
２年 月～ 月分の児童扶 月以降に当該現況届、不備書
請を行う方の申請期限は２月 養手当を１月 日（木）に指 類を提出した場合は、提出し
定預金口座に振り込みます。 た翌月の振り込みになります

児童扶養手当を
振り込みます

の支給を受けている、または
申請している方

６５

療費の支給ができなくなりま ぎてからの再開申請や前回の
す。継続する場合は、必ず継 継続（更新）時に診断書なし

平成５年度の東久留米駅西口昇降施設の建設に
おいて建築基準法に定める建築確認申請が
行われていなかった件について
した。本事案については、極

３１

【ご注意】「児童扶養手当現 支援係☎４７０・７７３６へ。

あらかじめご了承ください。

詳しくは児童青少年課助成 利用金融機関によっては入金 ので、なるべく早めに提出し
支援係☎４７０・７７３６へ。 が遅れる場合がありますので、 てください。
詳しくは児童青少年課助成

１４ １２

めて遺憾であります。当該施

【対象】
２年 月 日時点で、 イルス感染症の影響を受けて
次の①～③のいずれかに該当 家計が急変するなど、収入が
する方として、既に基本給付 児童扶養手当を受給している

１１

令和２年第４回市議会定例

設の安全性は確認しておりま
すが、平成５年度に建築確認

詳しくは、市ホームページ 基本給付の申請を行っていな
または管理課☎４７０・７７ い方で、基本給付の申請を行

申請がなされていなかったこ

１２

市 と し て 特 定 行 政 庁（ 東 京
①２年６月分の児童扶養手
「基本給付」再支給のご案内
都）へ報告してまいります。
当が支給された方②公的年金
今後ともしっかりと課題に対
ひとり親世帯の支援のため、 けられます。ご不明な点があ 等を受給しており、２年６月
して取り組んでまいります。
りましたらお問い合わせくだ 分の児童扶養手当の支給を受
基
本
給
付
の
再
支
給
を
行
い
ま
す
。
けていない方③新型コロナウ
さい。
６４へ。

とについて市民の皆さまや市
議会議員の皆さまに現市長と

についても併せて、支給が受

う方は、再支給分の基本給付

して心よりおわび申し上げま
す（なお、経緯確認中に、平

２６

会における本件に関する行政
報告の概要をお知らせいたし
ます。
平成５年度～６年度に建設
された東久留米駅西口昇降施
設について、建築基準法に定
める建築確認申請がなされて
いないことが明らかになりま

１１

１２

１２

所得区分変更手続きを行っ ることができるよう、家庭・
提出している場合は、今回の
る場合があります。
◎継続
（更新）
手続きについて 継続（更新）申請では診断書 た場合、申請日の翌月初日か 幼稚園・保育園などでの「お
ら新しい所得区分が適用され 子さんの様子や気に掛けてい
自立支援医療（精神通院） の提出は不要となります。
ること」
「配慮してほしいこ
なお、
継続（更新）手続きは、 ます。
を受給している方は、有効期
詳しくは障害福祉課福祉支 と」などを入学する小学校へ
間が終了すると、自立支援医 毎年必要です。有効期間を過

申告の際に、介護認定をお持 て認知症高齢者自立度がⅡａ
要かご不明な方は、障害福祉
の３割が自己負担となります 福祉課で受け付けます。
ちの方は税控除を受けられる 以上、または障害高齢者自立
が、自立支援医療制度を併用 ◎診断書の提出は２年に１度 課へご相談ください。
任に提出してください。各園 場合があります。それぞれの 度がＪ１以上の方（申請後、
◎所得区分の変更について
した場合、自己負担は原則１ です
で就学前機関の欄を記入し、 要件に該当する方は、介護福 介護福祉課で確認します）
保険証の世帯が変更になっ ３年度に小学校に入学する児童の保護者の方へ
継続（更新）手続きにおけ
割に軽減されます。ただし、
①対象
保護者に戻します。その後、 祉課へ申請し、証明書類の交 【申請に必要なもの】
本人・世帯の所得や疾患など る診断書の提出は、病状およ た、または前年度と課税状況 「就学支援シート」をご活用ください
者本人の介護保険被保険者証
保護者は保護者欄に記入の上、 付を受けてください。
に応じて、月額自己負担上限 び治療方針の変更がない場合、 が変わったなどの場合、有効
期間の途中でも所得区分変更 「就学支援シート」は、お 【内容】「就学支援シート」 原則、各園などに提出。また ⑴障害者控除対象者認定書 または写し②申請者の身分証
子さんが楽しく学校生活を送 には、保護者や幼稚園などが は入学する学校へ直接提出し （障害者控除を受けるための 明書
次の事項について記入します。 てください。

通常、医療保険では医療費

１３

手続きができます。

第三小学校

る方は、受け取ることができ

１
３

額が設定されています。一定 「２年に１度提出」となりま
所得以上の方は、非該当にな す。前回申請の際に診断書を

第二小学校

日時
会場
電話番号
1 月28日（木）
Ｃ棟多目的室
471・0030
午後 2 時から
１月16日（土）
471・2765
午後 1 時 45 分から
2 月 3 日（水）
471・4400
午後 2 時半から
2 月 4 日（木）
421・9573
午後 2 時半から
体育館
１月16日（土）
474・1753
午前 11 時半から
2 月 3 日（水）
473・7115
午後 3 時から
１月16日（土）
473・8881
午後 2 時から
学校名

474・0404
視聴覚室

474・4108
体育館

471・7548
視聴覚室

471・5370
体育館

471・0104
視聴覚室

471・0134

体育館

471・0014
第一小学校

小学校入学説明会日程表
３年度

会場

日時
2 月 5 日（金）
午後 2 時 45 分から
2 月 2 日（火）
午後 2 時から
1 月29日（金）
午後 2 時から
2 月10日（水）
午後 2 時から
2 月12日（金）
午後 2 時 45 分から
2 月 8 日（月）
午後 2 時から
2 月 4 日（木）
午後 2 時 45 分から
2 月 5 日（金）
午後 3 時から
2 月19日（金）
午後 2 時から
2 月17日（水）
午後 2 時から
2 月 2 日（火）
午後 2 時 15 分から
2 月 5 日（金）
午後 2 時から

１２

２

7
1.

学校名

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3.

