一部支給

42,320円〜9,990円

42,280円〜9,980円

全部支給

10,000円

9,990円

一部支給

9,990円〜5,000円

9,980円〜5,000円

全部支給

6,000円

5,990円

一部支給

5,990円〜3,000円

5,980円〜3,000円

機器の種別

補助金額

予定
台数
太陽光発電システム

出力１ｋＷ当たり２万
円（最大４ｋＷまで）

20台
ＣＯ２冷媒
ヒートポンプ給湯器
（エコキュート）

３万円

10台

します。

42,290円

平成 年度の
国民年金保険料は︑
月額１万６４９０円です

障害児福祉手当・

経過的福祉手当が

変わります

平成 年度の保険料は、急速
な少子高齢化に対応し、制度の
安定を図るため、２３０円引き
上げられ、月額１万６４９０円
となります。
▽割引でお得な前納制度があり
ます まとめて前払い︵前
納︶すると、支払い方法や期
間に応じて保険料が割引され
市では、災害発生時における
ます。
※納付書で２年度分を前納する 対応力の強化を図るため、各種
場合は、申し込みが必要です。 団体、民間業者などとの応援協
▽便利な口座振替をご利用くだ
さい 納付書に同封の﹁国民
年金保険料口座振替納付申出
書﹂により、預貯金口座があ
る金融機関︵郵便局含む︶、
年金事務所、市役所で手続き
してください。
▽持ち物 国民年金保険料口座
振替納付申出書、年金手帳、
預貯金通帳、通帳の届出印
▽申込み・問合せ 保険年金課
障
が
い
者
就
労
・生活支援
年金係、青梅年金事務所︵☎
セ
ン
タ
ー
﹁
あすく﹂が
０４２８・ ・３４１０︶
移転しました

大規模災害時における
廃棄物処理等に関する
協定を締結しました

納税などがＭＭＫ設置店で
できるようになりました

特別障害者手当・

小・中学校入学前に
新入学児童生徒学用品費を
支給することができます

42,330円

４月から

翌年４月に小・中学校に入学
する児童・生徒の保護者に、新
入学児童生徒学用品費を入学前
に支給することができます。な
お、平成 年度に小学校６年生
になる子どもがいる家庭には、
学校を通じてお知らせしていま
す。また、平成 年度に小学校
入学予定の子どもがいる家庭に
は、 月にお知らせします。
▽申込み・問合せ 教育総務課
学務係

全部支給
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29

ＭＭＫとは、バーコードを読
み取り、収納手続きを行う端末
で、駅構内にあるＮｅｗＤａｙ
ｓやドラッグストアなどに設置
されています。バーコードが印
字されている納付書は、全ての
ＭＭＫ設置店で納付することが
できます。
障がい者就労・生活支援セン
※市内のＭＭＫ設置店…Ｎｅｗ
Ｄａｙｓ武蔵五日市、ドラッ ター﹁あすく﹂が秋川駅前に移
グセイムス︵あきる野舘谷店、 転しました。
あきる野東店、秋川薬局︶、 ▽障がい者就労・生活支援セン
ター﹁あすく﹂ 秋川１ー７
ドラッグストアバイゴー︵五
ー６リヴェール麗２階、☎５
日市増戸店、小川店、草花
３２・１７９３
店︶、公立阿伎留医療センタ
●運営法人…ＮＰＯ法人秋川流
ー内売店
域生活支援ネットワーク
▽問合せ 徴税課徴税係

定の締結に取り組んでいます。
この度、浦野産業㈱、島田産
業㈲、㈱鈴木商店、松村ダスト
㈲、サンエー㈲、㈲五日市清
掃、㈱スイーピングサービスと
﹁大規模災害時における廃棄物
処理等に関する協定﹂を締結し
ました。
この協定により、災害時に発
生するがれきやし尿、生活廃棄
物などの処理、運搬、一時保管
などの応急対策活動を民間事業
者と連携することで、廃棄物処
理体制が強化されます。
▽問合せ 地域防災課防災安全
係

▽特別障害者手当 月額２万
６８１０円
▽障害児福祉手当 月額１万
４５８０円
▽経過的福祉手当 月額１万
４５８０円
▽問合せ 障がい者支援課障
がい者相談係

※秋川健康会館での障がい者相
談支援事業は、障がい者相談
支援センターに一元化しまし
た。
▽秋 川 健 康 会 館 ︵ あ す く 移 転
後︶
●障がい者相談支援センター…
☎５５９・０３６８
●障がい者虐待防止センター…
☎０７０・４１９７・０５０
６
●地域自立支援協議会事務局…
☎５５９・０３６８
●障がい児遊びの広場﹁なない
ろ﹂…☎５５９・０３６８
●精神障がい者地域生活支援セ
ンター﹁フィレ﹂…☎５１８
・２８２６
●ファックス…☎５１８・２８
２７︵共通︶
●運営法人…︵福︶緑水会
▽問合せ 障がい者支援課障が
い者相談係

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
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別表２ 児童扶養手当額（月額）

30

教育費の一部を
援助します
〜就学援助〜

34,270円

29

平成29年４月分から

第３子以降
加算

30

小・中学校に通う子どもがい
る家庭で、経済的な理由により
教育費の支払いが困難な場合
は、保護者に学用品費、修学旅
行費、学校給食費など教育費の
一部を援助します。
認定に必要な書類などは、各
学校を通じて配付している﹁就
学援助に関するお知らせ﹂をご
覧ください。届かない方は、お
問い合わせください。
※新小学校１年生には、入学式
後に各学校を通じてお知らせ

34,300円

養手当︵児童を養育しているひ
とり親家庭の母か父などが対
象︶が４月分から別表１、２の
とおり変更になります。
▽問合せ 子ども政策課子ども
政策係

第２子加算

特別児童扶養手当額と
児童扶養手当額の改定

特別児童扶養手当２級

あきる野市 消 防 団 が 新 体 制 に

51,450円

特別児童扶養手当︵ 歳未満
の心身に障がいのある児童を養
育している方が対象︶と児童扶

51,500円

市では、地球温暖化対策の観点から、４月１日から平
成30年３月31日までの間に、太陽光発電システム、高
効率給湯器の機器の設置した場合に、その費用の一部を
補助します。補助対象機器、補助金額と予定台数は表の
とおりです。募集期間など詳しくは、６月１日の 広
報紙、市ホームページでお知らせします。
○問合せ 環境政策課環境政策係

〜４月１日付けで
新役員が就任〜

特別児童扶養手当１級

10

平成29年３月分まで
分
区

平成29年３月分まで 平成29年４月分から
分
区

新エネルギー・省エネルギー機器設置費の一部を補助します
４月１日から市消防団の役員
が新体制になりました。
消防団長には、鈴木盛哉氏が
就任しました。また、副団長に
武内誠之氏、原嶋俊介氏、私市
孝能氏、圡屋陽平氏が就任しま
した。
各分団の分団長は、次のとお
りです。︵敬称略︶
●第１分団長︵東秋留地区︶…
成田貴治
●第２分団長︵多西地区︶…田
野倉智洋
●第３分団長︵西秋留地区︶…
坂本貴弘
●第４分団長︵増戸地区︶…耒
住野康夫
●第５分団長︵五日市地区︶…
笹川光章
●第６分団長︵戸倉地区︶…國
井岳大
●第７分団長︵小宮地区︶…小
川正和
▽問合せ 地域防災課防災安全
係

別表１ 特別児童扶養手当額（月額）

※予定台数を超えた場合は、抽選
鈴木盛哉氏
武内誠之氏
原嶋俊介氏
私市孝能氏
圡屋陽平氏

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）４月１日
（３）

表 補助対象機器、補助金額と予定台数

