～マイナンバー制度のご案内～

「通知カード」
が 11月下旬に郵送されます

市民部市民課 24-2222（内線 117）

国では、マイナンバー制度の「通知カード」配送の準備を順次進めて
います。みなさんのお手元に届く時期は、11 月下旬の見込みです。
※マイナンバー制度については、広報げろ９月号や下呂市ホームページをご覧ください。

～母子家庭、父子家庭などの方へ～

児童扶養手当制度のご案内

市民部市民課 24-2222（内線 117）

児童扶養手当制度とは、母子家庭、父子家庭など一人親家庭の生活安定と自立促進を通じ
て、児童の健やかな成長を支援することを目的とした制度のことです。
この制度により、一人親家庭などで児童を育てている方へ「児童扶養手当」が支給されます。
児童扶養手当を受給するには、市役所で申請の手続きが必要です。要件を満たされている
方で、受給されていない方は、市民課または各振興事務所で手続きを行ってください。
●対象となる方

●所得による支給制限があります

一人親家庭などで、18 歳までの児童（18 歳に達する日

この手当には、所得による支給制限があります。受給

の属する年度の 3 月末までの児童）、または 20 歳未満で一

者本人と扶養義務者の所得額（養育者の場合は配偶者の

定以上に障がいのある児童を育てている母親・父親、また

所得額も含む）により、手当額の一部又は全部が支給停

は母親・父親にかわってその児童を育てている方（養育者）

止となります。また受給者本人の所得には、前夫又は前

●手当月額（年度により変動あり）

妻から受け取った養育費の 8 割相当額も加算します。

児童の人数

全部支給

一部支給
41,990 円～
児童 1 人の場合
42,000 円
9,910 円
（所得に応じ 10 円刻み）
児童 2 人の場合
5,000 円加算
3 人以上の場合 第 3 子以降 1 人につき 3,000 円加算

●手当の支給
年 3 回【8 月（4 ～ 7 月分）・12 月（8 ～ 11 月分）・4
月（12 ～ 3 月分）】支給されます。支給は申請月の翌月
からが対象です。

～小学生の保護者の方へ～

新しい福祉医療費受給者証が届きます
平成 27 年 12 月から小学生と中学生の福祉医療
費受給者証が統一され、有効期限が中学校卒業の
３月末までの証書に改められます。
中学生の受給者証は、現在お持ちの証書を引き
続きご利用いただきますが、小学生の受給者証は、

市民部市民課 24-2222（内線 117）

●小学生の福祉医療費受給者証の変更点
（受給資格者番号に変更はありません）
色：橙色 → 空色
有効期限：小学校卒業年の３月 31 日まで

→中学校卒業年の３月 31 日まで

12 月から新しい証書に代えてご利用いただくこととなります。新しい小学生の受給者証は、11 月下旬
に自宅へ郵送されます。現在ご利用の受給者証は、12 月になりましたら破棄してください。

～人権擁護委員新任のお知らせ～

委嘱状が交付されました

経営管理部地域振興課 24-2222（内線 256）

高山支局長から委嘱状が交付されました。
人権擁護委員とは、人権相談を受けたり人権の考えを広める活動をされる民間ボラ
ンティアの方です。現在、市内では 12 人の人権擁護委員の皆さんが活躍されています。
●新任

上野久美子さん（乗政） 任期 =10 月１日から３年間

◀委嘱状を受け取る
上野さん

10 月 9 日、下呂庁舎で、新たに人権擁護委員に任じられた方へ、岐阜地方法務局
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お買い物情報

●週刊まめなかな（毎週水曜日更新）
季節の話題・スポーツ・展示会から学校の行事まで、市内の話
題が満載の市民のための情報番組です。朝７時から２時間おきに
１日９回放送します。

〈１１月のコーナー〉

■ 11/4 ～ 11/17 こんにちは！市役所です
市役所から、耳寄りな情報や話題などをお知らせします。
今回は、消防本部から『下呂市消防団』に
ついてお知らせします。
■ 11/11 ～ 11/24 まめ体操
テレビを見ながら、気軽にできる健康体操
を紹介します。今回は『腕の体操』にチャレ
ンジしてみましょう！
■ 11/18 ～ 12/1 まめちゅう
市内の中学校の生徒会活動や取り組みなどを紹介します。
今回は『萩原北中学校』を紹介します。

●満天！ゆるりと下呂（毎月１日更新）
日本三名泉「下呂温泉」の湯けむり漂う
旅情をゆるりとお届けします。
■放送時間：毎日 8 時 30 分～、20 時 30 分～

★情報提供はこちらへ★

チャンネル下呂
■ FAX 34-0701
■ハガキ 〒509-1695
下呂市金山町大船渡 600 番地 8
金山振興事務所内 CCN（株）
■メール chgero@ccn-catv.co.jp
■ HP http://geronet.info/chgero/

チャンネル下呂の番号
◆地上デジタル放送
市内全地域…12

※いずれの場合もお名前と連絡先を必ずご記入ください。
※情報提供にかかる個人情報は、目的以外には使用しません。
※市内各地域の振興事務所窓口でも情報の取り次ぎを行っています。

G-BABY 写真
「週刊まめなかな」では、市内の 2
歳までの赤ちゃん写真を募集してい
ます。
ご応募いただいた写真を番組内で
紹介します。
◇応募はメールにて◇
E メール：chgero@ccn-catv.co.jp
※お名前、電話番号を必ずご記入ください。

取材依頼

募集中

市内各地域の
振興事務所窓口
では、「週刊まめ
なかな」への取材依頼の取次
ぎを行っています。
どうぞお気軽にご応募くだ
さい。
※取材依頼および情報提供は、依
頼内容実施日（取材日）の２週間
前までにご応募ください。

!!

