10

御堂会館（御堂会館入口脇）
15

菅生下会館（菅生下会館前）
16

尾崎会館（宝蔵寺・尾崎観音入口脇）
17

瀬戸岡神明保育園（瀬戸岡神明保育園脇）
18

武蔵五日市駅（武蔵五日市駅観光情報ブース脇）
19

武蔵増戸駅（武蔵増戸駅入口脇）

20

山田会館（山田会館入口脇）

21

五日市ファインプラザ（五日市ファインプラザ入口脇）
22

増戸会館（増戸会館入口脇）

23

五日市図書館（五日市図書館入口脇）

24

五日市郷土館（五日市郷土館入口脇）

25

小和田会館（小和田会館入口脇）

26

留原会館（留原会館入口脇）

27

下舘谷自治会館（下舘谷自治会館入口脇）

28

戸倉会館（戸倉会館入口脇）

29

小宮会館（小宮会館入口脇）

30

福寿公園（福寿公園入口脇）
●支 給 月 … ４ 月 、 ８ 月 、

10

月

▽ひとり親家庭等医療費助成制
度 医療機関で支払う申請者
と対象児童の医療費︵保険診
療の自己負担分︶を助成︵所
得によって一部負担金有り︶
します。
※所得制限があります。
●対象…児童扶養手当の対象者
と同じで、各種健康保険に加
入している方
▽乳幼児医療費助成制度 医療
機関で支払う対象児童の医療
費︵保険診療の自己負担分︶
を助成します。
●対象…乳幼児︵６歳に達する
日以後の最初の３月 日まで
の間にある者︶を監護し、各
種健康保険に加入している方
▽義務教育就学児医療費助成制

４月 日に定点の６か所で測
定を行った結果、基準値︵毎時
0・ μSv︶を超える地点は
ありませんでした。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
▽問合せ 生活環境課生活環境
係

の発生やごみの不法投棄、交
通障害、枯草火災の発生の原
因となります。住み良い環境
づくりのために、空き地の所
有者や管理者は早めに草刈り
をするなど、空き地の適正管
理をお願いします。
※市では、草刈り機の無料貸
出行っています。利用され
る方はお問い合わせくださ
い。
▽問合せ 生活環境課生活環
境係

空き地の適正管理︵草刈りなど︶をお願いします

31

24

度 入院、調剤、訪問看護に
係る対象児童の医療費︵保険
診療の自己負担分︶を助成し
ます。
※通院︵柔道整復などの施術を
含む︶に係る対象児童の医療
費︵通院１回当たり︶の自己
負担分は、２００円が上限で
す。
※所得制限があります。
●対象…小学校１年生から中学
校３年生を監護し、各種健康
保険に加入している方
※その他 障がいのある方の手
当はこのほかに、特別障害者
手当、障害児福祉手当、重度
心身障害者手当、心身障害者
︵児︶福祉手当、心身障害者
︵児︶交通費等助成金があり
ます。詳しい内容は、障がい
者支援課にお問い合わせくだ
さい。
▽申請・問合せ 子ども政策課
子ども政策係

23

これからの季節、空き地など
の雑草を放置しておくと、害虫

空間放射線量
測定結果

︵原則、前月分までをまとめ
※所得制限があります。
●支 給 月 … ６ 月 、
月、２月
て支給︶
︵前月分までをまとめて支給︶
医療費助成制度
▽特別児童扶養手当
●対象…
歳未満で心身に障が
いを有する次のいずれかに該
当する児童を監護している方
︵児童福祉施設に入所してい
る方、児童の障がいを理由と
する年金を受給している方を
除く︶
＊﹁愛の手帳﹂１〜３度程度の
児童
＊﹁身体障害者手帳﹂１〜３級
および４級の一部の児童また
は、同程度の児童
●手当額︵月額︶
＊手当等級１級…５万１７００
円
＊手当等級２級…３万４４３０
円
※４月分から改定されました。
※所得制限があります。

14

●対象…
歳に達する日以後の
最初の３月 日までの間にあ
り、児童扶養手当の対象であ
る児童を監護している方
●手当額︵月額︶
＊児童１人につき…１万３５０
０円
※所得制限があります。
●支 給 月 … ６ 月 、
月、２月
︵前月分までをまとめて支給︶
▽児童育成手当︵障害手当︶
●対象…
歳未満で心身に障が
いを有する次のいずれかに該
当する児童を監護している方
︵児童福祉施設に入所してい
る方を除く︶
＊﹁愛の手帳﹂１〜３度程度の
児童
＊﹁身体障害者手帳﹂１〜２級
程度の児童
＊脳性まひ、または進行性筋萎
縮症の児童
●手当額︵月額︶…児童１人に
つき１万５５００円

秋川農協多西支店前（秋川農協多西支店駐車場入口脇）

20

3

楓ヶ原公園（楓ヶ原公園入口横）
4

西秋留小学校前（あきる野市消防団第三分団第二部駐車場脇）
5

いきいきセンター（いきいきセンター正面入り口右脇）
6

鳥居場会館（鳥居場会館入口左脇）
7

小川会館（小川会館入口脇）
8

秋川農協東秋留支店前（秋川農協東秋留支店敷地左脇）
9

東秋留駅（東秋留駅券売機脇）

＊父か母に１年以上遺棄されて
いる児童
＊父か母が裁判所からＤＶ保護
命令を受けた児童
＊父か母が法令で１年以上拘禁
されている児童
＊婚姻によらないで生まれた児
童
●手当額︵月額︶
＊全部支給…４万２５００円
＊一部支給…４万２４９０円〜
１万 円
＊第２子加算額…全部支給１万
円、一部支給１万 円〜５
０２０円
＊第３子以降加算額…全部支給
６０２０円、一部支給６０１
０円〜３０１０円
※４月分から改定されました。
※所得などで支給停止になるこ
とがあります。
●支 給 月 … ４ 月 、 ８ 月 、
月
︵前月分までをまとめて支給︶
▽児童育成手当︵育成手当︶

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

13

10

折立団地入口（折立団地入口町内会掲示板脇）

31

武蔵引田駅（武蔵引田駅券売機脇）

31

12

11

18

20

草花台会館（草花台会館駐車場入口脇）

18

もの︶は盗難、
市民ポストを
水濡れなどの危
ご利用ください
険がありますの
市では、市民の皆さんと行政
で、入れないで
をつなぐため、市内 か所に﹁市
ください。
民ポスト﹂を設置しています。 ▽設置場所 表の
市や関係機関への文書や意
とおり
見・要望などを市に届けたい方
※
詳しくは、市ホ
はご利用ください。
ームページをご
※市民ポストには、重要なもの
覧ください。
︵現金などの貴重品、申請書、 ▽問合せ 市長公
個人情報など記載されている
室

31

11

20

2

律︶…５千円
※監護する子ども︵ 歳に達す
る日以後の最初の３月 日ま
での間にある子ども︶のう
ち、年長者から第１子、第２
子…と数えます。
●支 給 月 … ６ 月 、
月、２月
︵前月分までをまとめて支給︶
▽児童扶養手当
●対象…障がいのある
歳未満
か 歳に達する日以後の最初
の３月 日までの間にあり、
次のいずれかの状態にある児
童︵児童福祉施設に入所して
いる方を除く︶を監護してい
る父、母か養育者
＊父母が離婚した児童
＊父か母が死亡した児童
＊父か母に重度の障がいのある
児童
＊父か母が生死不明の児童
18

中央公民館（中央公民館入口左脇）
12

市民ポスト設置場所
表

手当や医 療 費 助 成 の 手 続 き は お 済 み で す か

31

10
30

秋川駅（秋川駅自由通路改札前）

30

1

40

30

乳幼児、児童、ひとり親、障
がい児などの要件に該当する方
は、申請することで、手当や医
療費の助成が受けられます。
※現在受給している方は、市か
ら送付する現況届︵年度更新
手続き︶を提出してください。
▽児童手当
●対象…中学校修了前︵
歳に
達する日以後の最初の３月
日までの間︶の児童を監護し
ている方
●手当額︵月額︶
＊０歳〜３歳未満︵一律︶…１
万５千円
＊３歳〜小学校修了前︵第１子
・第２子︶…１万円
＊３歳〜小学校修了前︵第３子
以降︶…１万５千円
＊中学生︵一律︶…１万円
＊所得制限限度額以上の方︵一
15

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）５月15日
（３）

