に障害︵身体障害者手帳1〜 月中にお送りしました︒現況
︻現況届受付期間︼
児童扶養

3級程度︶がある児童③前記 届と一緒に提出してください︒
①・②と同程度の疾病もしく
は身体または精神の障害があ 手当・特別児童扶養手当のい
日︵土︶以外の

ずれも︑8月2日︵月︶〜

︒
︻手当額︵月額︶
︼
▼重度の 日︵火︶

る児童
土曜・日曜日を除く午前8時
日︵木︶
・

特別障害者手当・障害児福祉手当など
受給資格の所得制限限度額は

害の重複障害の方▽重度の肢

８月以降も据え置かれます
︻所得制限限度額︼
本人所得

座っていることが困難な方︒

が360万4000円で︑扶 体不自由で四肢機能が失われ

※扶養親族などのうち︑老

万円を加算

日︵金︶は 養親族等が1人増すごとに

午後8時まで夜間窓口を︑

月

0円▼中度の障害児︵2級︶ 半〜午後5時 分︒なお︑8
※対象児が障害を理由とす
日︵土︶は午前9時〜午後4

歳未 合は対象となりません︒なお︑ 時に休日窓口を開設します︒ 人控除対象配偶者または老人

学 童 保 育 所
児童厚生指導員

年課児童青少年係︵市役所2

階︶へ持参を︒書類選考後︑

面接の上︑決定します︒

育
生

所
員

︻ご注意︼
現況届では︑所得 に付き 万円を︑特定扶養親 れる方は障害福祉課へ問い合 ︵日曜日︑祝日を除く︶
︑月 3月 日
市民税・都民税の申告が未申 場合は1人に付き 万円を加
︻対象︼
▼特別障害者手当＝

告の方は︑課税課︵市役所2 算します︒
階︶で申告を済ませた上で︑

歳以上で身体・内部または

︻応募資格︼
保育士︑社会福

特別障害者手当・障害児福 ける児童の育成支援など

で︑4〜7時間のシフト勤務

学 童 保 育 所
育 休 代 替 職 員

日

︻ 勤 務 時 間︼月 曜 〜 土 曜 日

︵日曜日︑祝日を除く︶
︑月

124時間︵変則勤務有り︶
︒

午前8時 分〜午後6時の間

︻応募資格︼
保育士︑社会福

︻報酬など︼
月額 万290

︻募集人数︼
1人

︻勤務内容︼
学童保育所にお 者

た者もしくは受講資格を持つ

︻勤務内容︼
学童保育所にお 午前8時 分〜午後6時の間 支援員認定資格研修を修了し

で︑4〜7時間のシフト勤務

時間程度︵変則勤務有り︶
︒ 有資格者︑または放課後児童

︑月 に規定する免許のいずれかの
午前8時 分〜午後6時の間 ︵日曜日︑祝日を除く︶

124時間︵変則勤務有り︶
︒ ︻ 勤 務 時 間︼月 曜 〜 土 曜 日 祉士︑学校教員免許法第4条
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が重複している在宅の方▼障 度額は変更なし︶や支給要件 有資格者︑または放課後児童

︻報酬など︼
時給1070円 期末手当の支給は市の規定に

︻募集人数︼
若干名

︻ 応 募 書 類︼① 市 販 履 歴 書

よる︶

を尊重した育成支援﹂につい

︵写真添付︶
②資格証明書の写

︻報酬など︼
月額 万290

て考えや意見を原稿用紙で8

る︶

手当の支給は市の規定によ

身体・内部または精神に著し 認の届け出が必要です︒提出 た者もしくは受講資格を持つ ︵別途︑交通費相当額と期末

い障害があり︑身体障害者手 がない場合︑今年の 月期分 者
の手帳1・2度程度の方︒申 受給している方には現況届を

0円︵別途︑交通費相当額と までの月曜〜金曜日︵祝日を

00字以内にまとめた小論文

時︵正午〜午後1時を除く︶

除く︶の午前8時半〜午後5

までの月曜〜金曜日︵祝日を

申し込みは8月 日︵月︶

文

800字以内にまとめた小論

者または任意加入被保険者

▼国民年金第1号被保険

た2000人を対象に﹁令和 せします︒ご協力ありがとう 丘の各図書館︑市ホームペー

市民の中から無作為に抽出し

市では4月に︑ 歳以上の

を策定し︑これに基づいて︑

︻対象︼
原則として市内に住

申し込みは8月 日︵月︶

までの月曜〜金曜日︵祝日を

時︵正午〜午後1時を除く︶

に︑応募書類を直接児童青少

年課児童青少年係︵市役所2

階︶へ持参を︒書類選考後︑

面接の上︑決定します︒

※提出された履歴書は返却

詳しくは同係☎470・7

しません︒

735へ︒

所を有する児童扶養手当受給

申し込みは児童青少年課

者︵生活保護受給者は対象外︶

︵市役所2階︶へ電話予約の

詳しくは同課助成支援係☎

に応じた自立支援プログラム 立・就労支援を行っています︒ 470・7736へ︒

当受給者の状況・ニーズなど で︑きめ細やかで継続的な自

市では︑個々の児童扶養手 各種支援事業を活用すること 上︑ご相談ください︒

母子・父子自立支援プログラム
策定事業のご案内

735へ︒

詳しくは同係☎470・7

しません︒

※提出された履歴書は返却

いて考えや意見を原稿用紙で します︒

性を尊重した育成支援﹂につ 書類選考後︑面接の上︑決定

写し③﹁児童一人ひとりの個 年係︵市役所2階︶へ持参を︒ 除く︶の午前8時半〜午後5

︵写真添付︶②資格証明書の を直接児童青少年課児童青少

︻ 応 募 書 類︼① 市 販 履 歴 書 に︑市販履歴書︵写真添付︶

心身障害者手当＝重度の心身 までに障害福祉課へ提出して よる︶
詳しくは同課☎470・7

障害のため常時特別な介護を ください︒
必要とする方▽重度の知的障

害で常時特別な介護を要する 747へ︒
方▽重度の知的障害と身体障

施策成果等アンケート調査の
結果がまとまりました

厚生年金など︶の際に必要

は市役所保険年金課または︑

ジでご覧いただけます
詳しくは行政管理課☎47
0・8031へ︒

申し込みは8月 日︵月︶ し③﹁児童一人ひとりの個性

診断書などが必要です▼重度 2日︵月︶〜9月 日︵月︶ 期末手当の支給は市の規定に 除く︶の午前8時半〜午後5

請には医師の専用様式による 順次お送りしますので︑8月

時︵正午〜午後1時を除く︶

帳1級︑2級の一部または愛 からの手当が支給されません︒ ︻募集人数︼
若干名

0円︵別途︑交通費相当額と

害児福祉手当＝ 歳未満で︑ など︑所得状況などの現況確 支援員認定資格研修を修了し

愛の手帳1・2度程度の障害 は︑前年の所得状況︵所得限 に規定する免許のいずれかの ど

詳しくは児童青少年課助成 精神に著しい障害があり︑身 祉手当・重度心身障害者手当

現況届を提出してください

︻任用期間︼
9月1日〜 月

※提出された履歴書は返却 ︵会計年度任用職員専門職︶

保
厚

詳しくは同係☎470・7

しません︒

童
童

735へ︒

学
児

︻任用期間︼
9月1日〜4年 ︵会計年度任用職員アシスタ で︑4〜7時間のシフト勤務

ただし︑施設入所および3カ ︵会計年度任用職員専門職︶

3月 日

状況の調査も行いますので︑ 族︵ 歳〜 歳未満︶がある わせてください︒

▼児童3人目以降の加算額＝ 当は 月期支払い分から︑児

当を振り込みます

特別児童扶養手

︻勤務内容︼
学童保育所にお

月を超えて入院している方に

ント職︶

は支給されません︒

︻手当額︵月額︶
︼
▼児童1 が必要ですが︑省略できる場

1人につき︑全部支給が61 童扶養手当は3年1月期支払

11

児童扶養手当・特別児童扶養手当の

障害を有するときは

末まで︵対象児が中度以上の る公的年金を受給している場

歳に達した日の属する年度

︻支給期間︼
対象児の年齢が ＝3万4970円

合があります︒

ときなど︑対象にならない場 障害児︵1級︶＝5万250

申請はお済みですか
次の要件に該当し︑まだ手
当を受けていない方は申請を
してください︒ただし︑所得
制限があります︒

児 童 扶 養 手 当

人の場合＝全部支給が4万3 合があります︒

児童扶養手当と特別児童扶

たは母が1年以上拘禁されて
10円︑一部支給が6100 い分からの手当が支給されな

4月分〜7月分の特別
児童扶養手当を8月 日

︵水︶に指定預金口座に

30

︻任用期間︼
9月1日〜4年 ける児童の育成支援など

住で︑次の①〜⑧のいずれか
160円︑一部支給が4万3

︻ 勤 務 時 間︼月 曜 〜 土 曜 日

に該当する児童を養育してい
150円〜1万180円︵所

※各手当に該当すると思わ

る父親か母親︑または養育者
得に応じて決定されます︶▼

扶養親族がある場合は︑1人

①父母が離婚した児童②父
児童2人目の加算額＝全部支

ぜひご利用ください︒

または母が死亡した児童③父
給が1万190円︑一部支給 養手当の現況届は︑受給資格

申請には指定の診断書の提出

または母が重度の障害をもつ

が1万180円〜5100円 の確認のために必要なもので︑ 支援係☎470・7736へ︒ 体障害者手帳1・2級または を毎年継続して受給する場合 祉士︑学校教員免許法第4条 ける児童の育成支援の補助な

いる児童⑦母が婚姻によらな
円〜3060円︵所得に応じ くなる場合があります︒ご注

現況届等の提出を
お 忘 れ な く

児童④父または母が生死不明

現況届の提出を
お 忘 れ な く

の児童⑤父または母に1年以
上遺棄されている児童⑥父ま ︵所得に応じて決定されます︶ 提出がないと特別児童扶養手

いで懐胎した児童⑧父または
て決定されます︶

振り込みます︒金融機関

意ください︒

母が︑母または父からの申し

認定されている方には現況

によっては入金が遅れる

736へ︒

助成支援係☎470・7

詳しくは児童青少年課

場合があります︒

届のお知らせを郵送します︒
︵市役所2階︶で手続きして

︻支給対象となる方︼
市内在 受付期間中に児童青少年課

特別児童扶養手当

立てにより発せられたＤＶ保
護命令を受けた児童
※父親・母親・養育者が公
的年金を受給できるときや︑
児童が父親または母親に支給 住で︑次の①〜③のいずれか

児童扶養手当については︑

される年金の加算対象になっ に該当する 歳未満の障害児 ください︒
ているときは︑手当の金額が を養育している父親か母親︑

手当の支給開始から原則5年

▼厚生年金保険等の被保

止適用除外事由届出書﹂を6

①知的障害︵愛の手帳1〜 が経過した方に﹁一部支給停

変更または停止となる場合が または養育者
あります︒また︑児童が児童

福祉施設などに入所している 3度程度︶がある児童②身体
されません︒また︑加入記録

経由してまたは直接︑事業

および保険料の納付状況など 険者は︑勤務する事業所を
がこの番号で登録されます︒

年金手帳は︑加入する年金 所の所在地を管轄する年金

20

23

︑ に︑応募書類を直接児童青少
このたび︑同調査の結果が 報コーナー︵市役所1階︶
になります︒将来は年金請求

30人︒

インターネットによる回答2

※郵送による回答649人︑

この調査は︑主に市の行政 79人︵ ・0％︶

︻有効回答数︵回答率︶
︼
8

ございました︒

まとまりましたので︑お知ら 中央・滝山・東部・ひばりが
手続きなど一生を通して使用

制度の変更手続き︵国民年金 事務所へ

25

20

3年度施策成果等アンケート
調査﹂を行いました︒

を評価する制度︶に活用する

15

23

年金事務所へ
詳しくは武蔵野年金事務
所☎0422・56・14

評価制度︵施策や事務事業を

年金手帳を紛失または破損

ての制度に共通して使用さ

11または市保険年金課☎

対象に︑その成果や実績など

公的年金制度では︑すべ ください︒
れる基礎年金番号が用いら したときは︑次の窓口で年金

470・7732へ︒

75

15

19

︻調査結果閲覧場所︼
市政情

▲３年度施策成
果等アンケー
ト調査結果に
関する市ホー
ムページ

年金手帳は大切に
保管してください

20

15

20

れています︒加入される制 手帳の再交付を申請してくだ
度が変わっても番号は変更 さい︒

20

︻支給対象となる方︼
市内在 満︶

31

21

ため実施したものです︒

23

11

13

11

11

10

44

23

20

38

15

31
21

19

３年度

20

しますので︑大切に保管して

18

8.

1

3

18

⇔

※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.

