20

またはその方と同居し介
護している家族の方に支
給しています。
○在宅重度知的障害者福祉
手当
最重度・重度の療育手帳
の交付を受けている 歳
以上の在宅障害者の方、
またはその方と同居し介
護している家族の方に支
給しています。
※それぞれの手当ごとに認
定要件および所得制限があ
ります。
現況届の提出について
現在手当を受給されてい
る方は、現況届を提出する
必要があります。
必要書類などは８ 月上旬
に郵送しますので期間内に
必ず提出してください。
○届出期間
８ 月 日〜９ 月 日
○提出場所 障がい福祉課
問障がい福祉課
☎４４３│１６４９
10

提出場所 児童家庭課
お持ちいただくもの
・児童扶養手当現況届
・児童扶養手当証書
・生計維持方法確認調書
・養育費等に関する申告書
※このほか、受給者または
扶養義務者の方が、平成
年１月２日以降に転入され
た場合は、前住所地の市区
町村で発行する「平成 年
度児童扶養手当用所得証明
書」が必要となります。
問児童家庭課
☎４４３│１６９３

開催します。
期 間 ８月 日日まで
場 参加店１００店
内 ①各地の参加店が、具材
に県産の野菜や肉、魚介
類を使った自慢のカレー
を提供します。
②参加店の情報をパンフ
レットおよび、ウェブサ
イト「教えてちばの恵み」
で紹介します。
③パンフレットに付いて
いる特典クーポンを提示
すると、クーポン協力店
において、ドリンクサー
ビスなどのお得なサービ
スが受けられます。
問 県流通販売課
☎２２３ │３０８５

千葉のカレーフェア ２０１４

県では、県産農林水産物
の活用を促進し、その魅力
を発信するため、各地の飲
食店が具材に県産の野菜や
肉、魚介類を使った自慢の
カレーを提供する「千葉の
カレーフェア２０１４」を

開設日時

日㈭午前

開設場所

コメリ八街中央店

イオン八街店

ランドローム東吉田店

明朗塾

８月の移 動 交 番 情 報
１日㈮午後

日㈫午後

日㈬・ 日㈫午後
日㈫午前・

日㈮・

文違コミュニティセンター

カスミ朝日店

泉台区民センター

八街駅南口

上砂農村広場

分

富山コミュニティセンター

※ 午 前 ： 午前 時〜 時 分 午後：午後２時〜３時
※諸事情により開設できない場合もあります。
問八街幹部交番☎４４３│１１１０

日㈭午後

日㈪午後

日㈪午前

日㈫午後、
日㈭・

日㈮・

日㈭午後

日㈭・ 日㈪午前

日㈫午前、

日㈪午後

日㈭・

31

ひとり親家庭等医療費等

31

助成資格調書
・健康保険証の写し
・印鑑
※このほかの書類が必要に
なる場合があります。
問児童家庭課
☎４４３│１６９３

市役所児童家庭課までご連
絡ください。
提出期間
８月１日〜 日
（土曜・日曜日を除く）
提出場所 児童家庭課
お持ちいただくもの
・ひとり親家庭等医療費等

助成制度の届け出は毎年必要です
ひとり親家庭等医療費等
助成制度を利用されている
方の助成期間の有効期限は
７月 日までです。
引き続き、この助成制度
の利用を希望される方は届
け出が必要となりますので
期間内に提出してください。
届け出されない場合は、
８月分からの助成制度を利
用できませんのでご注意く
ださい。
なお、この助成制度を利
用されている方には、８ 月
１日までに届出用紙を郵送
しますが、届かない場合は

31

児童扶養手当現況届はお早めに
児童扶養手当を受給され
ている方は、児童扶養手当
現況届を提出する必要があ
ります。
提出されない場合は、８
月分以降の手当が受けられ
なくなりますので期間内に
提出してください。
なお、受給されている方
には８ 月１日までに届出用
紙を郵送しますが、届かな
い場合は児童家庭課までご
連絡ください。
提出期間
８月１日〜 日
（土曜・日曜日を除く）

28 21 19 18 14 14 12 12 ６

31

ご 存 じ で す か 、福 祉 の 手 当
○特別障害者手当
知的・精神または身体に、
著しく重度の重複障害が
あるために、日常生活に
おいて常時特別な介護を
必要とする 歳以上の在
宅障害者の方に支給して
います。
○障害児福祉手当
知的・精神または身体に、
重度の障害があるために、
日常生活において常時特
別な介護を必要とする
歳未満の在宅障害児の方
に支給しています。
○特別児童扶養手当
知的・精神または身体に、
重度あるいは中度の障害
がある 歳未満の在宅障
害児の保護者の方に支給
しています。
○ねたきり身体障害者福祉
手当
６カ月以上ねたきりで、
日常生活のほとんどに介
護を要する 歳以上 歳
未満の在宅障害者の方、

農地中間管理機構

11

と要件を満たせば協力金が
支払われます。
機構から農地を借りたい
場合は、８ 月に機構が行う
借受希望者の募集に応募す
る必要があります。
問農政課
☎４４３│１４０２

25

20

20

今年度から県に設置され
た「農地中間管理機構」は、
農業振興地域内の農地を借
り受けて、必要な場合には
簡易な基盤整備を行い、ま
とまりのある形で担い手に
貸し付ける公的機関です。
機構へ農地を貸し付ける

30

28

11

21

10

20

記号の見方 時 日時 場 会場 内 内容 対 対象 定 定員 費 参加費 申 申し込み 〆 締め切り 問 問い合わせ

30

22 26

19

22 18

25

26
26

20
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