２人

秋留野ハイツ
３ＤＫ
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こうようてき

難病医療費等
助成制度の対象疾病が
拡大されました

い者相談係、五日市出張所
︵受付のみ︶
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７月１日から２疾病︵膠様滴
じょうかくまく
状角膜ジストロフィー、ハッチ
ンソン・ギルフォード症候群︶
が追加されました。詳しくは、
お問い合わせください。
▽問合せ 障がい者支援課障が
い者相談係︵直通５５８・１
１５７︶

午、午後１時〜５時 分も受
け付けます。
▽対象 児童扶養手当・特別児
童扶養手当受給者︵支給停止
中の方を含む︶
▽持ち物 現況届の案内通知に
記載されているもの
▽問合せ 子ども政策課子ども
政策係

﹁消防団サポート事業﹂とは、
消防団員や同居する家族に、割
引や特典の付与を提供していた
だける事業所、店舗などを﹁消
防団サポート店︵別表︶﹂とし
て認定し、消防団員などが利用
することで、福利厚生の充実や
地域の活性化が期待できる事業
です。
利用の際、消防団員は﹁消防
団員証﹂、同居する家族は﹁消
防団員ファミリーカード﹂を提
示します。
※サポート店の申請書は、市ホ
ームページからダウンロード
できます。
▽問合せ 地域防災課防災係

サポート店を募集しています

あきる野市消防団

児童手当・児童育成手当を受
給している方は、現況届を提出
する必要があります。提出がな
いと手当が受けられなくなりま
す。現況届を紛失された方は、
お問い合わせください。
▽受付時間 午前８時 分〜正
午、午後１時〜５時 分
▽受付場所 子ども政策課、五
日市出張所市民総合窓口係
▽対象 児童手当受給者、児童
育成手当受給者
▽持ち物 現況届、はんこ、受
給者本人の健康保険証の写し

児童手当・
児童育成手当の現況届の
提出を忘れずに

15

15 30

︵児童手当のみ︶、窓口に来
期間中は、現況届の受付時間
られる方の本人確認書類︵運
と同じ
転免許証など︶、その他の必 ▽受付場所 子ども政策課、五
要書類︵該当する方のみ︶
日市出張所市民総合窓口係
▽問合せ 子ども政策課子ども ▽対象 次の要件を全て満たす
政策係
方
●令和元年
月分の児童扶養手
未婚の児童扶養手当
当の支給を受ける父か母
受給者の方に給付金を
●令和元年
月 日時点でこれ
支給します
までに婚姻︵法律婚︶をした
児童扶養手当を受給している
ことがない方
●令和元年
月 日時点で、事
未婚のひとり親の方に﹁未婚の
実婚をしていない方か事実婚
児童扶養手当受給者に対する臨
の相手方の生死が明らかでな
時・特別給付金﹂を支給します。
い方
児童扶養手当の現況届の案内通
知に申請書などを同封していま ▽持 ち 物 申 請 書 、 戸 籍 謄 本
︵抄本︶、はんこ、本人確認
すので、対象の方は必要書類を
書類︵運転免許証やマイナン
提出してください︵現況届の提
バーカードなど︶
出と併せて申請できます︶。
※児童扶養手当の受取口座以外
▽支給額 １万７５００円
の口座を希望する場合は、指
▽支給時期 原則、児童扶養手
定の口座が確認できる書類
当の令和２年１月の支払日と
［金融機関名、口座番号、口
同日に支給します。
座名義人︵カナ︶が分かる通
▽受付日時 令和２年２月３日
帳やキャッシュカード］の写
㈪まで 午前８時 分〜午後
５時 分︵土曜・日曜日、祝
し、本人確認書類の写し
日、年末年始を除く︶
▽問合せ 子ども政策課子ども
※児童扶養手当現況届の受付
政策係
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児童扶養手当・
特別児童扶養手当の
現況届の提出を忘れずに
児童扶養手当・特別児童扶養
手当を受給している方︵支給停
止中の方を含む︶に、現況届の
案内通知を送付しました。現況
届は、引き続き手当を受ける資
格があるかを確認するために行
うものです。期限までに提出が
ないと手当が受けられなくなり
ます。通知が届かない方は、お
問い合わせください。
▽受付期間
●児童扶養手当…９月２日㈪ま
で︵土曜・日曜日を除く︶
●特別児童扶養手当…８月
日
㈫〜９月２日㈪︵土曜・日曜
日を除く︶
▽受付時間 午前８時 分〜正
午、午後１時〜５時 分
▽受付場所 子ども政策課、五
日市出張所市民総合窓口係
※子ども政策課のみ８月７日㈬
・ 日㈬ 午後８時まで、８
月 日㈯ 午前８時 分〜正
15 30
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・優先入居申込者が重複した
場合は①を優先します。
・①の優先入居には入居期限
があります。
①平成25年４月２日以降に生まれた子ど
もと配偶者を含む世帯
②令和元年８月９日時点で、20歳未満の
子どもを扶養している寡婦である世帯
③障がい者を含む世帯

市営住宅
入居者募集
市営住宅︵表１、表２︶の入
居者を募集します。今回は高齢
者向け住戸の募集はありません。
市営住宅は、住宅に困窮する収
入が低い方の生活の安定を図る
ため、市が国や都の補助を受け
て建設し、管理運営を行ってい
ます。また、法令や条例などに
基づく入居者の資格のほか、入
居後の決まりがあります。詳し
くは、募集案内をご覧ください。
※同一条件の申込者が多数の場
合は抽選
▽募集案内配布期間・場所
●期間…８月９日㈮まで
●場所…都市計画課、市役所１
階ロビー、五日市出張所、増
戸連絡所
▽申込み受付期間など
●期間・時間…８月９日㈮まで
午前９時〜正午、午後１時〜
５時
※郵 送 の 場 合 は 、 ８ 月 ８ 日 ㈭
︵消印有効︶まで
▽抽選会 ８月 日㈮︵予定︶
▽申込み・問合せ 都市計画課
住宅係

不要になった
テレビなどの取り扱い

2DK

考
優先入居の資格要件

※２ＤＫの住戸は、優先入居を設定しません。
※家賃は、世帯の所得などによって毎年度決定します。

特別障害者手当などの
現況届の提出期間は
８月 日までです

※今回の公募で、高齢者向け住戸の募集はありません。
特別障害者手当、障害児福祉
手当、経過的福祉手当、東京都
重度心身障害者手当を受給して
いる方に現況届の案内を通知し
ました。現況届は、引き続き手
当を受ける資格があるかを確認
するために行うものです。期限
までに届出がないと手当が受け
られなくなります。通知が届か
ない方は、お問い合わせくださ
い。
▽問合せ 障がい者支援課障が

15
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山田733-1
舘谷223-10 2Ｆ
油平49-1 岡部ビル1Ｆ
平沢602-4
伊奈1030-3
油平87 シャルマンルーフ101
小川東1丁目24-4
入野525
上代継600
小川東1丁目2-11
油平1-12
伊奈886
伊奈979
伊奈485-6
舘谷206
雨間325-23
引田548-1 工藤ビル1F
伊奈1404-4
三内549

２人

正に処理する必要があります。
▽家電製品の処理方法
●販売店に引き渡す場合…家電
製品を購入した店か、買い替
えをする店などに依頼してく
ださい。
●販売店が引き取れない場合…
郵便局でリサイクル料金を振
り込んでください︵指定取引
場所へ持ち込むか、市の許可
業者に収集運搬を依頼してく
ださい︶。
※詳しくは、資源とごみの出し
方カレンダーか市ホームペー
ジで確認してください。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

フリーダイヤル☎0120−558−540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558−7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

防災行政無線放送を
電話で確認できます

所在地

事業所等名称
近藤醸造㈱
たから不動産事務所
クアラントゥーノ
㈱堀総建
割烹ゆもと
パブスナック妙
㈲アキオートサービス
㈲遠藤鈑金塗装
㈱東京サマーランド
㈱きしの防災
あき野
スナック億
YAKITORI てっちゃん
すし屋の勘太郎
大黒屋精肉店
あゆみ
暖家
髙田塗装
サロンまいまい坂の里

23

家電リサイクル法により、一
般家庭から排出される特定の家
電製品︵テレビ、エアコン、冷
蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥
機︶は、販売店などを通じて適

消防団サポート店一覧（７月１日現在）

別表

2DK
草花公園 草花
タウン
3225

３人以上
秋川
3-2-7

3DK

していること
・現に住宅に困窮していることが明らかであること
３戸 ・市民税の滞納がないこと
・３ＤＫ３人以上世帯…申込者と同居者の収入（月
額）が158,000円以内（障がい者世帯などは
２戸
214,000円以内）であること
・２ＤＫ２人世帯…申込者と同居者の収入（月額）
が158,000円以内（障がい者世帯などは214,000円
１戸
以内）であること

秋留野
ハイツ

住戸の 応募可能な 募集 ○主な申込み資格
間取り 世帯の人数 戸数 ・令和元年8月9日現在、市内に１年以上居住か勤務
所在地
住宅名

備
住宅名・間取り

30

優先入居の該当世帯
表２

募集する住戸（一般世帯向け）
表１

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
令和元年（2019年）８月１日
（３）

