
　　

野洲市長　山仲 善彰

◇◆�頻度と激しさを増す自然災害�◆◇

　１カ月半ほどの間に、大阪府北部の地震、米原
の竜巻、西日本の豪雨と記録的な自然災害が続き
ました。豪雨災害では、亡くなられた人が200人を
超え、行方不明の人も多数です。酷暑も加わって、
避難生活も大きな負担です。また、家屋や施設の
被害も甚大で、大半が浸水と土砂災害によるもの
です。お悔やみとお見舞いを申し上げるとともに、
速やかな復旧を願います。
　「野洲は災害が少なく、良いところだ。」という
声を何度か聞きました。しかし、梅雨前線が停滞
して起こった、今回のような豪雨はどこで起こっ
ても不思議ではない出来事です。隣の京都府北部
や岐阜県でも大きな被害が発生し、県内でもお一
人が亡くなられています。本市でも明治29年、昭
和28年の豪雨水害では大きな被害が出ています。
昨年度改訂した「野洲市地域防災計画」の継続的
な見直しを行い、安全度を高めていきます。

�◇◆�琵琶湖の水位が上昇�◆◇

　今回の豪雨で、７月７日午後、琵琶湖で、氾濫
注意情報が発表されました。５日の－20cmから７
日の＋70cm超と３日弱で１m近く水位が上昇しま
した。浸水想定地区は、野洲市を含む沿岸全市で
した。琵琶湖は法律上は河川であり、川と同様、
危険度に応じた水位が設定されています。豪雨が
長引き、水位が一段上昇するとともに、流入河川
の流量が増えた場合は、今回大きな問題となった
バックウォーター現象が生じる恐れがあります。
　水位の上昇は、琵琶湖と流入河川の流域に雨が
降ったことによるものですが、琵琶湖の水位は、

瀬田川洗堰の放流量によって調節
されているため、その影響も受け
ます。洗堰が全開されて瀬田川が
自然河川の状態では、毎秒約800
㎥流れますが、５日～７日の間は基本的に300㎥、
一時的には150㎥に抑えられていました。４月号
でお知らせしましたとおり、琵琶湖は下流の京都、
大阪に水を供給するとともに水害から守るダムの
役割を持っています。

　◇◆�消防操法訓練大会に参加�◆◇

　恒例の滋賀県大会が８月５日㈰県消防学校で開
催されます。野洲市消防団は、大会優勝と富山県
での全国大会出場権をめざして参加します。２月
からの自主訓練、５月からは団員全体が協力して
の本訓練と、練習を重ね、力を付けてきました。
　野洲市消防団は、過去にも県大会で優勝し、全
国大会で入賞した実績があり、健闘が期待されま
す。機敏、正確、安全、速さなどを競う訓練は、
火災や災害発生時の出動に生かされます。
　皆さんの応援をお願いします。

　◇◆�合葬式施設の整備検討委員会を開催�◆◇

　５月号でお知らせしました、さくら墓園に計画
している合葬式施設の第１回検討委員会を８月10
日㈮午前９時30分から市役所で開催します。公共
政策や建築デザインの専門家と市民代表などによ
る公開の会議で検討を進めます。平成31(2019)年度
には、整備を終えて、募集開始の予定です。

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

　平成30年10月１日より、市民活動に係る情報収集や発信、交流の支援に関する業務を市民サービスセンター（北
部合同庁舎内）に移転します｡�これまで行ってきた業務に加え、４月に新たに設置した市民生活相談の機能と連
携して、地域課題の解決に向けた市民団体の支援を行います。これにより各種
相談機能との連携による相乗効果を図ります。
　なお、10月１日から、ホール、会議室等については、野洲図書館施設として、
これまでと同様にご利用いただくことになります。

問い合わせ…市民活動支援センター☎518－0556、FAX518－0557
　　　　　　※10月以降、電話番号、ファクス番号が変更となります。
　　　　　　　詳細は「広報やす」10月号でお知らせします。

市民活動支援センター機能は
北部合同庁舎へ移転します

10月より
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採用予定…①保健師　　　　　１人程度　　　③保育士・幼稚園教諭職（経験者）　　５人程度
　　　　　②社会福祉職　　　１人程度　　　④建築職　　　　　　　　　　　　　１人程度
受験資格…①�昭和63年４月２日以降に生まれた人で保健師免許を有する人または平成31年３月31日までに当該免

許を取得する見込みの人
　　　　　②�昭和58年４月２日以降に生まれた人で社会福祉士及び介護福祉士法に規定する社会福祉士登録簿に

現に登録されている人または平成31年３月31日までに行われる社会福祉士国家試験により社会福祉
士となる資格を有し、登録を受ける見込みのある人

　　　　　③�昭和53年４月２日～昭和63年４月１日までに生まれた人で保育士資格および幼稚園教諭免許の双方
を有し、かつ平成20年４月１日以降の保育士または幼稚園教諭としての職務経験が平成30年４月１
日で５年以上ある人（免許の更新が必要な人は、平成31年３月31日までに更新完了見込みであるこ
と。）

　　　　　④�昭和58年４月２日以降に生まれた人で１級建築士または２級建築士の資格を有する人もしくは平成
31年３月31日までに当該資格を取得する見込みの人

日　　時…９月16日㈰　午前10時～　
１次試験（択一式）…①②④専門試験　③社会人基礎試験
試験場所…野洲市総合防災センター（野洲市辻町488番地）
申し込み・問い合わせ…
　　　　　�８月22日㈬までに所定の申込用紙に必要事項を記入の上、持参または

郵送のいずれかで人事課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）　　 　
☎587－6088、FAX587－4033

※�申込用紙は、人事課へ直接取りにくるか、郵便で請求する場合は封筒の表に「保健師試験申込用紙請求」、「社
会福祉職試験申込用紙請求」、「保育士・幼稚園教諭職（経験者）試験申込用紙請求」または「建築職試験申込
用紙請求」と朱書きし、返信用封筒（Ａ４判に120円切手貼付・宛先記入）を同封してください。

平成31年４月１日採用　市職員募集！

幼稚園嘱託・臨時職員 緊急募集！
雇用期間…嘱託／９月１日～平成31年３月31日　（更新の可能性あり　最長５年）
　　　　　臨時／９月１日～９月30日　（更新の可能性あり　最長平成31年３月31日まで）
年齢・性別…嘱託・臨時とも不問
通勤手当…嘱託／正規職員に準ずる
　　　　　臨時／日額150円（片道２km以上）、250円（片道10km以上）
選考方法…嘱託／面接、作文　　臨時／面接のみ
持 ち 物…写真付き履歴書、免許の写し
　　　　　※免許の氏名が変更している場合は、戸籍抄本を添付してください。
受付場所等…こども課　午前８時30分～午後５時　※電話受付可
問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

■嘱託職員　　選考日／随時
職　種・勤務先 募集人数 資格・免許 勤務時間 報　酬

　養護教諭
　祇王幼稚園 １人 養護教諭免許、看護師、准看

護師、保健師免許のいずれか
１日　7.75時間勤務
※�内５～７時間勤務または
週４日勤務応相談

月額225,000円

■臨時職員　　選考日／随時
職　種・勤務先 募集人数 要　件 勤務時間 賃　金

　語学支援員
　北野幼稚園 １人 ポルトガル語の通訳ができる

こと
㈪～㈮　９：00～14：00

[内５時間勤務]
※内週２日程度

時給925円

※いずれの勤務も、相談に応じます。

園児たちと
　お待ちしています

野洲市民病院
��職員採用情報！

職員採用説明会を開催します。
詳細は、市ホームページをご覧ください。

暮らしの情報

5　　広報やす　2018.8



「とことん野洲」受講者募集！

模擬店出店団体募集！
　厳選したビールと、上質なジャズの演奏を楽しむ２
日間を盛り上げていただける出店者を募集します。出
店資格などの詳細は、募集要項をご確認ください。

日　　時…９月22日㈯・23日㈷　※雨天決行
場　　所…JR野洲駅南口前特設会場
応募期間…８月６日㈪～10日㈮　午後５時15分まで
　　　　　※持参に限る
募集要項・�申込書の設置場所…オクトーバーフェスト

やす�JAZZ�UP!実行委員会事務局（商工観
光課内）、野洲市商工会、JR野洲駅構内の観
光パンフレットスタンド

応募・問い合わせ�…同実行委員会事務局（商工観光課内）
　　　　　　　　　☎587－6008、FAX587－3835
　　　　　※�受付／午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　　　　　（土曜・日曜日は除く）

◇◆◇�事務局からのお願い�◇◆◇

　実行委員会ではイベント実施にあたり、皆さんから
の募金を受け付けています。
　皆さんからの温かいご支援・ご協力をよろしくお願
いします。

受付窓口…�オクトーバーフェストやす�JAZZ�UP!
　　　　　実行委員会事務局（商工観光課内）

　日中にぎわっている野洲図書館。その図書館
の夜の姿は一味違います。好きな本の並んだ本
棚の間、おはなしコーナーなど、思い思いの場
所に寝床を作って、本に囲まれた一夜を存分に
お楽しみください。書庫開放、夜のお話会など、
楽しい企画をご用意してお待ちしています！

日　時…９月16日㈰�午後６時30分チェックイン～
　　　　　　17日㈷�午前９時チェックアウト
場　所…野洲図書館本館
対　象…�小学生以上の市内在住者で、“としょ

かんカード”をお持ちの人（申し込み
時作成可）、先着30人

　　　　※�小・中学生は保護者同伴要、高校生
は保護者の承諾が必要です。

参加費…100円／人（レクリエーション保険代）
その他…�寝具（寝袋・布団など）、食事は各自

ご準備ください。芝生コーナーにテン
トの設営も出来ます（先着３組）。火
気の使用は禁止です。

申し込み…�８月31日㈮までに野洲図書館本館カ
ウンターにて申し込みください。　
※電話・ファクス不可

★�詳細は、野洲図書館ホームページ、イベント
チラシをご覧ください。
問い合わせ…野洲図書館
　　　　　　☎586－0218、FAX587－5976

　「野洲ってどんなまち？」野洲の地に住んでいても案外ご
近所以外のことは知らないものです。「野洲のおもしろいこ
とをもっと知りたい」、「何か地域に関わる活動をできない
ものか」という問いや要望にお応えし、地元で活動を始め
るきっかけや仲間作りの場を紹介・提供するための講座を
開催します。
　地域で何かを始めたい人、リタイアしたシニアの人、子
育てを卒業した人など、どなたでも参加できます。

募集人員…30人　　　　対　　象…市内在住者
内　　容…�①市長講演�②野洲の自然や歴史の学習�③史跡・

名所の探索�④地域の食や産業の学習�⑤市民活動
団体の参加体験など（５～６回程度を予定）

参�加�費…無料（講座内容により実費負担あり）
申し込み…８月25日㈯　午後５時までに申し込みください。
※�受講者自ら企画運営に参画する運営委員会を設置します。

◇◆◇「とことん野洲」山仲市長の一般公開講演会と
オリエンテーション（第１回講座）◇◆◇

日　時…８月26日㈰　午後１時30分～４時30分
場　所…市民活動支援センターホール（野洲図書館併設）

●保育所（園）児
受付期間…９月26日㈬～10月２日㈫
　　　　　午前９時～午後５時
　　　　　　　　　（土曜日は除く）
　　　　　※30日㈰は午後４時まで
受付場所…市役所本館１階第１会議室
●幼稚園児
受付期間…９月26日㈬～10月２日㈫
　　　　　午後２時30分～午後５時
　　　　　　　　　（土曜・日曜日は除く）
受付場所…入園を希望する幼稚園・こども園
◇◆◇�申込書類（入所のしおり）�◇◆◇

　９月３日㈪からこども課、市民サービスセン
ター、各幼稚園（幼稚園書類のみ）・保育園（保
育園書類のみ）に設置予定です。
★�募集児童数や申し込み要件などの詳細は「広報や
す」９月号および「入所のしおり」に掲載します。
　※市ホームページにも掲載します。
■問い合わせ…こども課
　　　　　　　☎587－6052、FAX 587－2176

図書館お泊り企画！
としょかん で ないと

 ― Tosyokan de Night －
参加者募集！！

平成31年度 保育所(園)･
幼稚園入園(所)一斉申し込み

問い合わせ…市民活動支援センター☎518－0556、FAX518－0557
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コンビニ交付における証明書発行一時停止のお知らせ

　システム保守のため、コンビニエンスストアにおける証明書交付を一時停止します。
　ご利用の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

停止日時…８月２日㈭　午後９時～終日
　　　　　※翌３日㈮　午前６時30分からは発行できます。
停止する証明書…�住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、戸

籍の附票、所得証明書等税の証明書
問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677
　　　　　　税務課☎587－6040、FAX587－2439

市民課窓口へお越しの皆さんへ
　市民課では、届出や証明書の請求を受け付けするとき、虚偽の請求を防止するため本人確認を実施しております。
詳細は、下表をご覧ください。

★本人確認書類を必ずご持参ください。
　Ａ：官公庁が発行する顔写真付の身分証明書（１つでよいもの）
　　　　運転免許証・パスポート・マイナンバーカード（個人番号カード）など
　Ｂ：上記Ａの書類がない場合（①+①、①+②の組み合わせで２つ必要なもの）
　　　　①健康保険証・介護保険証・年金証書など
　　　　②顔写真のある学生証や社員証など
　また、手続きの内容により本人からの委任状の提出をお願いしています。

◆あなた（本人）の情報を、誰が窓口で請求するか（請求者）によって異なります。

誰が（請求者） 請求者の本人確認 委　任　状
（あなた（本人）からの）

�住民票の写し・
�記載事項証明

�本人 ○ 　―
�同一世帯の人 ○ 　―
�上記以外の人 ○ 　○

�印鑑登録証明書 �本人 ― 印鑑登録証（市民カード）が必要
�本人以外の人 ― 印鑑登録証（市民カード）が必要

�印鑑登録 �本人 ○ 　―（Ａの本人確認書類が必要)
�本人以外の人 ○ 　○（仮登録を行い、後日、本登録）

�戸籍謄（抄）本・
�戸籍の附票

�本人 ○ 　―
�配偶者、直系尊属また
�は直系卑属の人 ○ 　―

�上記以外の人 ○ 　○

�転出届
�本人 ○ 　―
�届出時に同一世帯の人 ○ 　―
�上記以外の人 ○ 　○

�転入届
（世帯主の同意書が必�
��要なことがあります。）

�本人 ○ 　―
�市内で同一世帯の人 ○ 　―
�上記以外の人 ○ 　○

　※「○」は必要、「―」は不要を示します。

◎�マイナンバーカードは、本人確認書類となります。また、コンビニに設置された機械で、ご自身の証明書の交
付が受けられます。まだお持ちでない人は、ぜひマイナンバーカードの申請をご検討ください。なお、通知カー
ドは本人確認にご利用いただけませんので、ご了承ください。
※詳細は、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

暮らしの情報
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■「高額療養費」とは？
　�　同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超
えた分が支給される制度です。
【平成30年７月まで】
割合 所得区分 外来（個人） 外来+入院（世帯単位）※１

３割 現役並み所得者
住民税課税所得145万円以上 57,600円 80,100円+（医療費－267,000円）

×1％　＜44,400円＞※２

１割
（２割）
　　　　　　※4

一　般
住民税課税所得145万円未満等

14,000円
「年間144,000円上限」※3

57,600円
＜44,400円＞※２

住民税非課税世帯 区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

➡【平成30年８月から】
割合 所得区分 外来（個人） 外来+入院（世帯単位）※１

３割

現役並み所得者Ⅲ
住民税課税所得690万円以上

252,600円+（医療費－842,000円）×1％
＜140,100円＞※２

現役並み所得者Ⅱ
住民税課税所得380万円以上

167,400円+（医療費－558,000円）×1％
＜93,000円＞※２

現役並み所得者Ⅰ
住民税課税所得145万円以上

80,100円+（医療費－267,000円）×1％
＜44,400円＞※２

１割
（２割）
　　　　　　※4

一　般
住民税課税所得145万円未満等

18,000円
「年間144,000円上限」※3

57,600円
＜44,400円＞※２

住民税非課税世帯 区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

※１　「世帯単位」の計算は、同じ世帯で同じ保険者に属する人のみ合算します。
※２　＜　＞内は過去12カ月以内に３回以上、上限額に達した場合の４回目以降の負担額です。
※３　年間は、毎年８月から翌年７月までの間で計算します。
※４　国民健康保険に加入している人で誕生日が昭和19年４月２日以降かつ現役並み所得者の世帯でない人は２
　　　割です。
【平成30年８月から】
負担割合 適用区分

３割
現役並み所得者Ⅲ　住民税課税所得690万円以上
現役並み所得者Ⅱ　住民税課税所得380万円以上
現役並み所得者Ⅰ　住民税課税所得145万円以上

１割
（２割）
　　　　　　※4

一　般　住民税課税所得145万円未満等

住民税非課税世帯
区分Ⅱ
区分Ⅰ

（年金収入80万円以下等）

●「限度額適用（標準負担額減額）認定証」とは
　　�　入院または高額な外来診療を受けるときに医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証（現役
並み所得者の人は「限度額適用認定証」）」（限度額証）を提示すると窓口での支払
い額の上限が自己負担限度額まで（上段記事参照）となり、非課税世帯の人は入院
した場合の食事代の標準負担額が減額されます。

交付対象…平成30年８月以降が対象です。
　　　　　◦住民税非課税世帯の人
　　　　　◦住民税課税所得が145万円以上690万円未満（現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ）の人
　　　　　※�対象となる人でお持ちでない人は、被保険者証と印鑑（認印可）を持参の

上、市保険年金課で申請してください。
問い合わせ…▽国民健康保険に関すること
　　　　　　　　市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
　　　　　　▽後期高齢者医療制度に関すること
　　　　　　　　市保険年金課または滋賀県後期高齢者医療広域連合☎522－3013

国民健康保険に加入中の70歳以上の人および
後期高齢者医療制度に加入中の人の

高額療養費の自己負担限度額が変わります
８月１日か

ら

新たに「限度額適用認定証」の
交付対象となります。

従来どおり「限度額適用・
標準負担額減額認定証」の交付対象です。
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　８月は国民健康保険「高齢受給者証」の更新の月です。国民健康保険に加入している人で、次に該当
する人には新しい高齢受給者証を７月後半に郵送しました。８月１日から使用できます。

①すでに、高齢受給者証をお持ちであった人
　（昭和18年８月２日～昭和23年７月１日生まれの人）
　※後期高齢者医療制度の適用を受けている人を除きます。
②新しく高齢受給者証の交付を受ける人
　（昭和23年７月２日～昭和23年８月１日生まれの人）
　※８月２日以降に70歳の誕生日を迎えた人は誕生日月の下旬に郵送します。

　高齢受給者証は医療機関にかかったときの自己負担割合を表示しているカードです。必ず保険証とセッ
トで使用してください。自己負担割合は、平成29年中の所得等と生年月日により決定しています。
　今回お送りした受給者証の有効期限は通常平成31（2019）年７月31日までですが、途中で満75歳にな
る人はそれよりも短い期限になっています。
　高齢受給者証は１人１枚のカード型になっていますので、台紙からはがしてご使用ください。希望者に
はケースの配布やラミネート加工（パウチ）を保険年金課または市民サービスセンターで行っています。
問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

国民健康保険高齢受給者証は届きましたか？

　市内に在住し、小学校または中学校に在籍する児童・生徒のいる世帯で、経済的な理由から就学が
困難と認められる場合、学用品費や給食費などの一部が援助される制度があります。この制度の申請
は、いつでも受け付けています。

申請方法…�申請書に必要事項を記入の上、各学校に提出してください。
　　　　　　（世帯状況を把握するため、添付書類が必要な場合があります。）
　　　　　※申請書は、各学校、学校教育課に設置しています。
　　　　　※申請には、印鑑、振込口座のわかるものが必要です。
そ�の�他…認定された場合は、申請月の翌月からの援助となります。
問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

就学援助制度のお知らせ

児童手当のお知らせ
　『現況届』を提出された人の所得等の審査を行って
います。
　審査の結果、手当月額や受給者が変更となる場合は、
対象者のみ通知書を送付します。変更のない人へは送
付しませんので、10月の定期支払前に送付する支払通
知書で振込金額を確認してください。
※�「現況届」が未提出の場合は手当が受けられません
ので至急提出してください。

手当月額が変更となる人
　受給者の前年中の所得が所得制限限度額以上の場合
は、特例給付として、中学校修了前の児童１人につき
月額5,000円が給付されます。

【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 所得制限限度額

0人 622万円
１人 660万円
２人 698万円
３人 736万円

※�扶養親族が４人を超える場合は１人につき38万円を
所得制限限度額に加算します。
※�平成29年中の所得を審査します。所得には一定の控
除があります。

受給者が変更となる人
　現在の受給者よりも配偶者の所得が多い場合で、生計
を維持する程度の高い人が配偶者であると判断できる場
合などは受給者の変更をお願いすることがあります。

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

暮らしの情報
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児童扶養手当の支払い
　８月期（４月～７月分）の支払いは、８月10日㈮で
す。なお、４月分から手当月額が次のとおり改正され
ています。

区　分 手当月額（H30.４月～）

全部支給
42,500円
（児童２人目は10,040円、３人目以降は
　6,020円加算）

一部支給
42,490円～10,030円（10円単位）
（児童２人目は10,030円～5,020円、３人
　目以降は6,010円～3,010円加算）

※�現在受給している人が婚姻（事実婚を含む）等をさ
れた場合や、受給者本人や扶養義務者が、年度の途
中で所得の修正申告をされた場合は届出が必要です。

児童扶養手当現況届の手続き

提出期間…８月１日㈬～31日㈮
　　　　　　　　　　（土曜・日曜日、祝日は除く）
受付時間…午前８時30分～午後５時15分
※以下の期間は、休日・夜間受付を行います。
休日受付�：�８月26日㈰
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
夜間受付�：�８月27日㈪～31日㈮
　　　　　午後７時30分まで

　児童扶養手当を受けているひとり親家庭等の人は、
手当の支給・停止を問わず、毎年８月中に「児童扶養
手当現況届」の手続きが必要です。この届は、毎年８
月１日における受給者の状況を調査し、児童扶養手当
を引き続き受ける要件にあるかどうかを確認するため
のものです。

　対象者には通知をしますので、８月末までに必要な
書類等を持参の上、必ず本人がご来庁ください。

重要
�この届の提出がないと８月以降の手当が受けられま
せん。また２年間提出がないと手当を受ける資格がな
くなります。

★☆★�ご注意ください！�★☆★�

　「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」
（緑色の用紙）の提出が必要な対象者には通知しま
すので、現況届の手続きとともに８月中に提出して
ください。原則８月中に提出がないと、手当額が２
分の１になります。提出期限までに必要書類が提出
されず、手当額が２分の１となった場合は、提出期
限後に提出されても、提出された月からの適用とな
り、それ以前の手当額は、元の手当額には戻りませ
んので、ご注意ください。

「ひとり親家庭サポート定期便」をお届けします！
　ひとり親家庭の皆さんを対象に、年に３回、県や市
の各種情報をお届けする「ひとり親家庭サポート定期
便」事業を行っています。滋賀県ひとり親家庭福祉推
進員がご自宅までお届けします。
　滋賀県ひとり親家庭福祉推進員は、地域社会でひと
り親家庭の生活、子どもに関することなどさまざまな
悩みの相談に応じるとともに、ひとり親家庭に関する
情報提供を行っています。
　サポート定期便をご希望の人は、子育て家庭支援課
まで申し込みください。

ひとり親家庭の皆さんへ

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

　所得状況届は、毎年８月１日における受給者の所得状況の調査を行い、８月分から翌年７月分まで
の手当を引き続き受給できる要件にあるかどうかを確認するためのものです。対象者には８月上旬に
通知しますので、通知書に記載しているものを持参の上、届出を行ってください。
※提出がない場合は、８月分以降の手当は支給できません。
※２年間提出がない場合は、手当を受ける資格がなくなります。

提出期間…８月10日㈮～９月11日㈫　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土曜・日曜日は除く）
問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・
福祉手当の所得状況届の提出のお知らせ
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