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今月のお知らせ

広報おおさき　2019年 8月号 広報おおさき　2019年 8月号

特別障害者手当・障害児福祉
手当の現況届

　特別障害者手当・障害児福祉手当を

受給している人は、現況届の提出が必

要です。

受付期間　8月13日～ 9月11日

受付場所　社会福祉課障がい福祉係また

は各総合支所市民福祉課地域福祉担当

 社会福祉課障がい福祉係 23-2167

特別障害者手当・障害児福祉
手当の申請

　特別障害者手当、障害児福祉手当の申

請には医師の診断書が必要です。申請手

続きを行う前に、社会福祉課障がい福祉

係または各総合支所市民福祉課地域福

祉担当へお問い合わせください。

受付場所　社会福祉課障がい福祉係また

は各総合支所市民福祉課地域福祉担当

特別障害者手当

対象者　在宅で、日常生活に常時特別

な介護が必要な20歳以上の人

障がいの程度　国民年金の障害等級

1級程度の重度の障がい

手当月額　27,200円

持ち物　認定請求書、医師の診断書、

所得状況届、年金証書、年金振込用の通

帳、課税調査同意書、口座振込依頼書、

印鑑、本人と扶養義務者の個人番号の

分かるもの

障害児福祉手当

対象者　在宅で、日常生活に常時介護

が必要な20歳未満の人

障がいの程度　身体障害者手帳 1 級程

度、療育手帳 A のうち相当の注意を要

する程度の障がい

手当月額　14,790円

持ち物　認定請求書、医師の診断書、所

得状況届、課税調査同意書、口座振込依

頼書、印鑑、本人と扶養義務者の個人番

号の分かるもの

 社会福祉課障がい福祉係 23-2167

児童扶養手当額・特別児童扶
養手当額の改正

　8月以降に支給する手当額（平成31

年4月分～）が改正されました。

児童扶養手当

区分 変更前 変更後

全部 42,500円 42,910円

一部
10,030円

～ 42,490円
10,120円

～ 42,900円

特別児童扶養手当

区分 変更前 変更後

1 級 51,700円 52,200円

2 級 34,430円 34,770円

 子育て支援課子ども給付係 23-6045

　 または各総合支所市民福祉課

児童扶養手当の現況届・特別
児童扶養手当の所得状況届

　児童扶養手当の受給資格者は、8月

1日から8月31日までに現況届の提出

が、特別児童扶養手当の受給資格者は、

8月13日から9月11日までに所得状況

届の提出がそれぞれ義務づけられてい

ます。この届け出をしないと11月分以

降の手当が支給されません。所得制限

で手当が全部停止になっている人も届

け出が必要です。

受付時間　9時～16時30分

持ち物　印鑑、手当証書、添付書類（受

給者に送付する通知書に記載）

地域 期日 場所

古川

8月13日
～9月11日

子育て支援課

8月17日
～ 18日

市役所本庁舎北会議室
※児童扶養手当のみ

松山
8月13日
～ 15日

松山総合支所 市民福
祉課

三本木
8月13日
～ 15日

三本木総合支所 第1
会議室

鹿島台
8月13日
～ 15日

鹿島台総合支所 1 階
相談コーナー

岩出山
8月13日
～ 15日

岩出山総合支所 市民
福祉課

鳴子温泉
8月13日
～ 15日

鳴子保健・医療・福祉
総合センター

田尻
8月13日
～ 15日

田尻スキップセン
ター

児童扶養手当

　次の要件にあてはまる、ひとり親家庭

の父・母、児童の養育者に、児童の18歳

の年度末まで（心身に一定の障がいを

持つ児童は20歳まで）支給されます。

父母が婚姻関係を解消した児童　

父か母が死亡した児童　父か母が

重度の障がい者である児童　父か母

が1年以上にわたり遺棄・拘禁・生死不

明である児童　母が婚姻によらず懐

胎した児童　 DVを理由に父か母が

裁判所から保護命令を受けている児童

※児童扶養手当額より、公的年金など

の給付額が低額の場合は、差額分の

手当を受給することができます。

特別児童扶養手当

　療育手帳A、身体障害者手帳1級～

3級、4級の一部に該当する20歳未満

の児童や、同等程度の障がい状態にあ

る児童を養育する父母、養育者に支給

されます。なお、前年の所得が限度額以

上の場合は支給停止となります。

 子育て支援課子ども給付係 23-6045

　 または各総合支所市民福祉課

福祉

親学びサロン

　子どもの写真を上手に撮るコツやア

ルバム制作を学びませんか。

日時 場所

8月26日 10:00～12:00 図書館

8月29日 10:00～12:00 鳴子公民館

8月30日 10:00～12:00 岩出山公民館

対象　0歳児～小学生の保護者

定員　各会場20人程度

持ち物　現像した子どもの写真10枚

程度、カメラ（携帯電話可）、はさみなど

申込　各開催日の1 週間前まで、電話

または住所・氏名・電話番号を記入し

たメール（ed-shogaku@ci ty .osak i .

m iyag i . jp）で申し込み

その他　当日は託児を受け付け

 生涯学習課総務担当  72-5035

みんなともだちの日

日時　8月21日　10時～11時

場所　古川西保育所

内容　水遊びを楽しもう

対象　就学前の幼児と保護者

持ち物　水着または水遊び用の紙おむ

つなど、飲み物、着替え、帽子、タオル

申込　8月9日まで電話で申し込み

 古川西保育所  22-0983

成人式実行委員を募集します

　来年1月に開催予定の成人式で、ア

トラクションを企画・運営する実行委

※図書館では、月曜日を除く9時30分

　から17時まで受け付けします。

応募作品　小学1～2年生：本文600字

～800字、小学3～6年生：本文1000

字～1200字、中 学 生：本 文1800 ～

2000字

※作品は未発表のものに限ります。

対象　市内小中学校の児童・生徒

申込　作品に学校や図書館で配布する

応募票を貼付し、学校または図書館（古

川駅前大通四丁目 2-1）に持参か郵送

で申し込み

その他　入賞作品は、氏名などを公表

 図書館（来楽里ホール） 22-0002

第10回古川軽トラ我楽多市
場の出店者を募集します

　 野 菜 や 果

物、地場産品、

食 料 品、手 工

芸品などの出

店者を募集し

ます。

開催日時　10月12日　10時～14時

出店募集期間　9月13日まで

場所　道の駅おおさき

募集区画　55小間まで

料金　1小間3,000円（出店料）

申込　まちづくり推進課、各総合支所

地域振興課に備え付けの申込用紙、ま

たは市ウェブサイト（http://www.city.

osaki.miyagi.jp/index.cfm/39,11550,

183,html）から申込用紙をダウンロー

ドして記入し、ファクスか郵送で古川

まちづくり協議会事務局（古川七日町

1-1）に申し込み

 古川まちづくり協議会事務局（まち

 づくり推進課内）

 23-5069 23-2427

員を募集します。

対象　平成11年4月2日～平成12年4月

1日に生まれた人

地域 問い合わせ先 電話番号

古川 中央公民館 22-3001

松山 松山公民館 55-2215

三本木 三本木公民館 52-5852

鹿島台 鹿島台公民館 56-2510

岩出山 岩出山公民館 72-0357

田尻 沼部公民館 39-0213

※鳴子温泉地域の成人式は8月に開催

する予定です。なお、実行委員は募集

していません。

 各公民館

ファミリーサポートセンター
の提供会員を募集します

　仕事で幼稚園や保育園、習い事の送

迎ができない人や、子どもを預ける身

内がいない人の子育てをサポートしま

せんか。

対象　次の３つを満たす人　市内

に居住している20歳以上の人　心

身ともに健康で、預かる子どもを自宅

で安全に家族同様に接することができ

る人　子育て支援センターでの講

習会（1日）に参加できる人

申込　電話で随時申し込み

 子育てわくわくランド ファミリー

サポートセンター 22-3116

読書感想文コンクールの作品
を募集します

　児童・生徒の読書感想文を募集しま

す。

募集期間　8月1日～ 9 月3日

17時まで

募集

子育て支援

 


