染症の影響により生活に

新型コロナウイルス感

④申請日において、申請

により再貸付の申請を

該支援金申請日以前に

が下表の預貯金額以下

有する預貯金の合計額

の世帯に属する者の所

のいずれもが暴力団員

同一の世帯に属する者

⑨申請者および申請者と

行っていない方

再貸付を受けることが

者および申請者と同一

できなかった方

を対象として、新型コロ

による支援を受けた方等

る緊急小口資金等の特

会福祉協議会の実施す

する方で、都道府県社

たに自立支援金を申請

窓口に求職の申し込み

公的な無料職業紹介の

地方公共団体が設ける

支給方法 申請者の指定

支給期間 ３か月間

人以上世帯)

身世帯)
、 ８ 万 円( ２

※申 請 方 法 等 の 詳 細 は、

万 円( ３

…３５６４４)をご

市ホームページ(記事

人世帯)
、

労働契約による就職を

▽公共職業安定所または

目指し、次の 〜 の

すべての求職活動を行

覧ください。

申請期限 ３月 日(消

▽

型コロナウイルス感染
困窮し、緊急小口資金や

その他
ナウイルス感染症生活困

例貸付における緊急小

の前月までに、当該貸

える方

▽

症対策給付金担当へ

▽配偶者等からの暴力を
窮者自立支援金を支給し

口資金および総合支援

した口座へ直接振り込

付の最終借入月が到来
している方(総合支援

印)
援を受けること。

自立支援窓口☎ ・５

問い合わせ 青梅市生活

※来庁の際は事前に電話
月２回以上、公共職業

支援機関の面接等の支
たに自立支援金を申請

安定所または地方公共

８８８

▽

ウイルス感染症の影響を
※詳細は市ホームページ

課税世帯水準と同等また
理由に住民票を移せな
ま す。
(令和４年１月か

み

支給額(月額)６万円(単

はそれ以下の世帯(令和
い方や児童福祉法等の
ら対象者が拡大されまし

をし、期間の定めのな

①住民税非課税世帯…基
る方

資金<初回>の貸付が

月 回以上、自立相談

①次のいずれかに該当す

終了している方)

る方
会の実施する緊急小口

する方で、都道府県社

団体が設ける公的な無

▽都道府県社会福祉協議
資金等の特例貸付にお
ける総合支援資金の再

会福祉協議会の実施す

料職業紹介の窓口での

▽

細書等)の写し等必要

受けて家計が急変し、世

ではない方

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金を支給します

新型コロナウイルス感
帯全員のそれぞれの年収

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金を支給します

染症の影響により、さま

書類を添えて郵送で新

ざまな困難に直面した方

である方

を行うため、住民税非課
３年１月以降の任意の１
措置により施設へ入所

い労働契約または期間

⑤次のいずれかに該当す

税世帯等に対し住民税非
か月の収入から推定しま
している方等で住民税

資金(初回)の貸付を

▽令和４年 月以降に新

課税世帯等に対する臨時
す)
た)

総合支援資金の特例貸付

特別給付金を給付しま
※詳細は市ホームページ
対象者 申請時に次の①

の定めが６か月以上の

参照

見込額が住民税均等割非

す。
が非課税の方は対象と

受けた方で、自立支援

書が送付されませんの

る方

対象 次のいずれかに該
(記事 …５３８８５)

金の申請日の属する月

当する世帯
〜⑨のすべてに該当す

でご相談ください。

で、お早めに申告をお

の方がいる場合は確認

▽世帯員の中で、未申告

４年１月下旬以降に対

①に該当する世帯…令和
願いします。

申請方法

万円

支給 額( １ 世 帯 あ た り )

参照

なる場合がありますの

準日 令
( 和３年 月
住民票があり、世帯全

象世帯へ送付予定の

貸付を受けた方で、自

る緊急小口資金等の特

後期

市・都民税…４期 国民健康保険税…７期
高齢者医療保険料…７期 介護保険料…７期

になる場合があります。最新の情報は、市ホームページ（記事ＩＤ…３０５９７）をご覧ください。

１月の納期限（１月３１日）

※予約方法は接種券同封の案内をご覧ください。
令和３年１２月２７日時点の情報です。今後、国の方針やワクチンの供給状況等により内容が変更

日 に
) おいて青梅市に
員の令和３年度分の住
民税均等割が非課税で
ある世帯(住民税が課
税されている者の扶養
全員が非課税かどうか

立支援金の申請日の属

例貸付における緊急小

で予約してください。

の問い合わせには回答

す る 月 の 前 月 ま で に、

同一の世帯に属する者

４８０回

▽令和４年 月以降に新

世帯等に対する臨時特
できません。本人確認

当該再貸付の最終借入

職業相談等を受けるこ

が現に受給していない

午前１０時～午後６時

▽電話による自身や世帯

別給付金確認書」に必
書 類 を お 持 ち の う え、

と。

該申請にかかる処分が

③申 請 日 の 属 す る 月 の、

方

２４５回
４２０回

「青梅市住民税非課税

要 事 項 を 記 入 の う え、
市民税課までお越しく

口資金および総合支援

返送してください。

月が到来している方

原則週 回以上、求人

②に該当する世帯…申請

(再貸付が終了してい

資金(初回)の貸付を

ださい。

受けた方で、当該貸付

先へ応募等を行うか面

書類(市ホームページ

る方)

接を受けること。

問い合わせ

の最終借入月である方

▽給付金について…青梅

(総合支援資金<初回>

からダウンロード可)

で、申請月の属する月

▽再貸付を受けている方

に必要事項を記入のう

市新型コロナウイルス

え、本人確認書類の写

感染症対策給付金担当

しおよび令和３年１月

▽生活保護を申請し、当
行われていない状態の
方
⑥職業訓練受講給付金を

申請者および申請者と

⑦生活保護を申請者およ

午前１０時～午後３時
午前１０時～午後６時

親族のみで構成される
世帯を除く)
②家計急変世帯…新型コ
ロナウイルス感染症の
影響を受け家計が急変
し、①の世帯と同様の
事情にあると認められ
る世帯
令和３年度分の住民税

の貸付が最終借入月の
②申請日の属する月にお

方)
いて、その属する世帯

同一の世帯に属する者

び申請者と同一の世帯

市コールセンターへご連絡ください。接種は、勤務先または市

２月の接種スケジュール

10

が当該再貸付の最終借
が最終借入月の方)

の主たる生計維持者の

の収入の合計額が下表

に属する者が現に受給

申請者および申請者と

▽都道府県社会福祉協議

の収入基準額以下であ

けることができます。前倒して接種券の送付を希望する方は、

月目より前倒して接種を実施します。

２回目の接種完了から６か月経過後、３回目の追加接種を受

ています。２月以降、国からのワクチン供給状況や接種体制が整いしだい、国の方針に基づき８か

市内在住の医療従事者の方、高齢者施設入所者・従事者の方へ

現在、２回目の接種完了から８か月目を迎える前月に一定の区切りを設け、接種券を順次送付し

への生活・暮らしの支援

２１９１

入月である方(再貸付

会に対し再貸付の申請

方

▽都道府県社会福祉協議
をしたが、当該支援金

会に再貸付の申請を行

る方(収入には、年金

の申請日以前に不決定

うために、自立相談支

していない方

となった方

援機関へ相談等を行っ

や各種手当等の公的給

⑧偽りその他不正な手段
付、仕送り等を含む)

23

１，０００，０００円

日時 ２３日（日） 午前９時～午後４時
問い合わせ 収納課収納管理係

土曜日
日曜日

31

ID

１月の日曜納付窓口

福祉センター

（3）

たものの支援決定を受

接種予定数 / １日

（1）

けることができず、当

表 収入基準額計算表

１２，２６０回

時間

1

の集団接種会場で受けてください。

曜日

住友金属鉱山アリーナ青梅 水～日曜日
（総合体育館）

1

合計
（１か月）

会場

（1）

（2）

（3）

４ ． １ ．１５ （８）
広報おうめ

1

1

古紙パルプ配合率 70％再生紙を使用
石油系溶剤を含まないインキを使用

市役所・市主催事業等へお出かけの際は、マスクの着用、体温の測定、手指の消毒、
ボールペンのご持参にご協力ください。体調がすぐれない場合は、ご遠慮ください。

次号の発行は２月１日です

課市民税係

こまめな換気

問い合わせ 新型コロナウイルスワクチン接種担当
☎０１２０－８４０－０８５（青梅市コールセンター）

３回目追加接種のお知らせ

新型コロナウイルスワクチン

▽申告について…市民税

問い合わせ 健康センター☎２３－

以降の任意の１か月の

人との距離を
保つ

預貯金額
５０４，０００円
７８０，０００円

収入基準額
１３７，７００円
１９４，０００円
２４１，８００円
２８３，８００円
３２４，８００円

世帯人数
１人
２人
３人
４人
５人

収入確認書類(給与明

すき間なく
マスク着用

☆家計急変世帯とは

感染力が強い変異株にも基本的な

ID

手洗いの
徹底

均等割が課税されている

感染症対策が有効です。引き続き、

10

します。

10

基本的な感染症対策の徹底をお願い

12

世帯のうち、新型コロナ

新型コロナウイルス
感染拡大防止に
ご協力をお願いします

暮らし・住まい・環境
健康・福祉
Ｉｎｓｔａｇｒａｍ
Ｆａｃｅｂｏｏｋ

ＯｍｅＢｌｕｅ（青梅ブルー）は、青梅に住み、働き、
活動するすべての方が、それぞれの立場の自由な発想
で参加可能な地域プロモーションの取り組みです。

