②住居確保給付金の支給

生活困窮者自立相談支援事業を
ご利用ください
生活や仕事探し、家賃の支

相談できる場所がほしい、と

新型コロナウイルス感染症 なる障害児の方は平成 年４

子育て世帯生活支援特別給付金
いった方に対して、学習支援
（その他世帯分）
のご案内
を行います。
詳しくは同課へ。

新型コロナウイルス
感染症生活困窮者
自立支援金について

による影響が長期化する中で、 月２日生まれ以降の方）を養
低所得の子育て世帯（その他 育する父母など（令和４年２ 童手当または特別児童扶養手

が相談できる事業です。
世帯〈ひとり親世帯以外の世 月末までに生まれた新生児な 当の受給者で住民税非課税の
得る機会が当該個人の責に帰
国では、社会福祉協議会の 帯〉
現在、新型コロナウイルス すべき理由・当該個人の都合
方は、申請不要です。６月下
）に対し、その実情を踏
ど
も
対象）
感染症の影響により、相談が によらないで減少し離職や廃 特例貸付について、総合支援 まえた生活の支援を行う観点
②令和３年度住民税（均等 旬に児童手当または特別児童
混み合っています。可能な限 業と同程度の状況にある方」 資金の再貸付まで借り終わっ から、次の通り給付金の支給 割）が非課税の方または令和 扶養手当を支給している口座
り、事前に福祉総務課☎４７ であり、かつ住居にお困りの た世帯や、再貸付について不 を行います。
３年１月１日以降の収入が急 に振り込みを行いました。

払いなどでお困りの方、お子 「離職・廃業の日から２年
さんの学習面で不安がある方 以内の方」または「給与等を

１３

方について、解雇による離職 ジや広報紙などでお知らせす ３ 年 ３ 月 日生まれの児童 次の通り手続きが異なります
に加え、休業や減収による再 るほか、支給対象の可能性が （特別児童扶養手当の対象と （１）令和３年４月分の児
支給休業や減収を理由とした ある方へ、順次、申請手続き

新生児臨時特別定額給付金の
申請期限は７月 日までです

２８

学校給食費の
納め忘れはありませんか

❖❖❖❖❖

め忘れがないよう、納入にご

協力をお願いします。

市立小学校では、保護者の
給食費の滞納が累積すると、 なお、納入が困難な場合に
皆さんから納入される給食費 給食を提供するために必要な は、在校する小学校の校長ま

で安全な食材を購入し、衛生 物資の購入費用が足りなくな たは副校長、担任教師、栄養
的な調理を行い、児童へ栄養 り、提供する給食の質が低下 士へご相談ください。

詳しくは学務課保健給食係

があります。学校給食費は納 ☎４７０・７７７９へ。

バランスの取れた学校給食を するなどの支障をきたす恐れ

提供しています。

いします。

所有している家屋に
変更等があった場合
にはご連絡ください

所有している家屋が次の①

１月２日〜４年１月１日に
来年度の課税対象家屋を把 〜③に該当する場合は、家屋
詳しくは児童青少年課助成
支援係☎４７０・７７３６へ。 新築や増築した家屋を対象に、 握するため、市職員が市内全 資産税係までご連絡ください。
固定資産税・都市計画税の基 域を巡回します。新築、増築
①建物の全部または一部を

市内巡回について

固定資産税
（家屋）
の
課税業務にご協力ください

０・７７４９に電話し、来所 方に対し、家賃相当額（上限 承認とされた世帯で一定の要 【支給対象者】
次の①・②の 変し、住民税非課税相当の収 （２）前記（１）以外の方（収
日などを相談員にお知らせ願 あり）を支給する支援です。 件を満たす世帯に対し、新た すべてに該当する方（ひとり 入となった方
入が急変した方など）は申請
います。
親世帯分の給付金を受け取っ 【支給額】
支給には収入や資産の要件が に支援金を創設しました。
児童１人につき５ が必要です。申請が必要な場
この支援金については、詳 た方を除く）
【受付日時】
開庁日の午前９ あります。
合の申請期間は、原則として、
万円
家屋調査について
①平成 年４月２日〜令和 【支給手続き】
※一度支給期間が終了した 細が決定次第、市ホームペー
対象によって、 ４年２月 日（月）までです。
時〜午後４時（正午〜午後１
時を除く）
生活状況などを聞き、課題

①自立相談支援

３１ １５

の宿泊療養者や自宅療養者、 を用いて行う投票方法が認め
方で、外出自粛要請などが選

事務局☎４７０・７７９０へ。

詳しくは、選挙管理委員会

宿泊施設で待機する帰国者の られることになりました。
挙期間中と重なる場合は、６

月 日に告示された東京都議

【受付時間】
平日の午前９時

【電話番号】
０１２０・４６
・８０３０

〜午後５時

る権利を保障し、市の諸活動
を説明する責任を全うするた

を養育する家庭の経済的負担 区町村で既に本給付金と同等 請書に必要事項を記入の上、
の軽減を図ることを目的とし のものを受給している場合は 必要書類を添付して、同封の
返信用封筒に入れて７月 日
て、市独自に給付金を支給し 対象外となります。

３０

２８

求は１件あり、却下１件の決
定をしました。

【売却除外地】
次の①または

用を差し引いて算出

３・２１１７へ。

７月１日〜７日は「飲酒運転させない
ＴＯＫＹＯキャンペーン」期間です

ンペーンの詳細や飲食店用・

駐車場管理者用の「飲酒運転

をさせないためのマニュアル」

が掲載されています。また、
同期間は、飲酒運転をさせ を持つことが大切です。
ない社会環境の醸成を目指し、 また、車を運転することを 警視庁ホームページでは飲酒

都と警視庁が関係機関・団体 知りながら、その人に飲酒を 運転の罰則などを、事例を交
と連携して実施するものです。 勧めること、飲酒運転の車に えて分かりやすく掲載してい
ます。ぜひご覧ください。
飲酒運転は重大事故に直結 同乗することも犯罪です。
詳しくは田無警察署☎４６
「飲んだら乗るな。乗るなら

し、当事者だけでなく周囲の

寄附を求めることも禁止され 治家から有権者への寄附は
詳しくは選挙管理委員会事
ています。これに違反すると 「受け取らない」の「三ない 務局☎４７０・７７９０へ。

ます。必要書類などの詳細は 跡地
なお、ここでいう「政治家」
（正午〜午後１時を除く）に、 政治家が選挙区内の人や団 罰則の対象となります。
政治家は有権者に寄附を とは、現に公職にある人に加
ごみ対策課までお問い合わせ 【売却価格】
契約締結時点の ごみ対策課（八幡町２ノ ノ 体にお金や物を贈ることは、
、有権者は政治 え、候補者や候補者になろう
ください。
固定資産税路線価を基礎とし
）で配布するほか、市ホー 時期や理由を問わず、法律で 「贈らない」
、政 としている人も含みます。
【売却対象者】
購入を希望す て、狭小性に応じた減価率を ムページからも取得できます。 禁止されています。有権者が 家に寄附を「求めない」
る跡地に隣接する土地を所有 乗じた上で、工作物の撤去費
詳しくはごみ対策課☎４７

るい選挙を実現しましょう。

運動」を皆さんで徹底し、明

人にも悲劇を招きます。
飲むな」を忘れず、お互いに ７・０１１０または市管理課
ドライバーは、飲酒運転は 注意し合い、飲酒運転を撲滅 管理調整担当☎４７０・７７
悪質な犯罪であるという認識 しましょう。都都民安全推進 ６４へ。

【引渡形態】
現状有姿での引
７月１日〜８月 日は
「寄附禁止強化期間」です

戸別収集（小型廃家電類を除 ②に該当する跡地は、売却を
く）に伴い、使用しなくなっ 実施しません。①ごみ収集に

家庭ごみと資源物の全品目

ごみ集積所跡地の売却について

金の申請日において、市の住

ています。
【支給対象者】
申請日時点で （金）までに児童青少年課へ
【支給対象児童】
２年４月
支給対象児童の属する世帯の 返送してください。
詳しくは同課助成支援係☎
日〜 月 日に出生し、給付 世帯主
【支給額】
対象児童１人につ ４７０・７７３６へ。
２８

を定めています。２年度の利
の処理状況は、請求７件に対 用状況は、次の通りです。

め、東久留米市情報公開条例

３１

し開示決定２件、一部開示決
公文書の開示請求の処理状
定６件、取り下げ１件でした。 況は、請求 件に対し開示決

２年度個人情報保護制度の
運用状況と情報公開制度の利用状況

１２

たごみ集積所の跡地について、 伴う一時積み替え保管場所や き渡し
跡地に隣接する土地を所有し 公共用地として活用する跡地
案内書は土曜・日曜日、祝
ている方を対象に売却してい ②マンホールなどが存在する 日を除く午前９時〜午後５時

情報公開制度の
利
用
状
況

３１

２８

する方

１０

個人情報保護制度の
運
用
状
況

止するため、東久留米市個人

情報保護条例を定めています。

２年度の運用状況は、次の通

３０

▲ごみ集積所跡地の
売却に関する
市ホームページ

新型コロナウイルス感染症 会議員選挙から、郵便等投票

となる評価額を算出するため、 または取り壊しによって課税 取り壊した場合②増築した場
などのご案内を発送する予定
を整理し、自立に向けた支援 再支給の申請期限は、９月
家屋調査を行います。
台帳との差異がある場合には、 合 ③ 未 登 記 家 屋 で 相 続・ 売
です。
内容（プラン）を支援員が一 日です。
調査を行うときは、事前に 戸別に調査を行います。
買・その他の理由により所有
現在、厚生労働省でコール
緒に考えます。必要に応じて、 ③子どもの学習支援事業
文書で連絡します。
※調査時には「固定資産評 者を変更した場合
関係機関への照会や同行支援
市内在住の中学生を対象に、 センターを開設しています。
価補助員」に選任された徴税
詳しくは課税課家屋資産税
を行います。
経済的事情などにより学習の ◎新型コロナウイルス感染症
国が実施した特別定額給付 民基本台帳に登録されている き５万円
吏員証を所持した市職員が訪 係☎４７０・７７７７（内線
【申請方法】
対象となる方に
機会が少ない、学習の不安を 生活困窮者自立支援金相談 金の基準日の翌日（２年４月 児童
問しますので、ご協力をお願 ２３４２〜２３４４）へ。
コールセンター
日）以降に生まれ、給付金
※支給対象児童には転入者 は、給付金の案内文書および
の対象とならなかった新生児 も含みますが、当市以外の市 申請書を送付しています。申
本部ホームページでは、キャ

新型コロナウイルス感染症の療養者の方
にも郵便等投票が可能となりました

３０

詳しくは総務課法務・文書
市では、市民の皆さんの知 担当☎４７０・７７１４へ。

１０

２５

市では、個人情報の取り扱 訂正請求、利用中止請求、審 定 件、一部開示決定 件、
いの基本的事項を定め、個人 査請求および苦情申し出はあ 非開示決定７件（うち不存在
の権利利益の侵害を未然に防 りませんでした。
３件）でした。また、審査請

４７

1
7.
りです。個人情報の開示請求

２７

4

※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.

