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厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター☎0120-400-903（受付時間：平日９時～ 18 時）
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特別定額給付金

10万円給付金の申請はお済みですか？
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02 児童扶養手当等について  - ひとり親世帯の方へのご案内 - 

受給している方（全部支給停止含む）は現況届を提出してください。
※受給から５年経過した方等は、児童扶養手当一部支給停止適用除
外事由届出書と関係書類も提出してください。 ８８月３３日月 ～ 3131 日月

令和２年　　　月　　　　日水まで８８ 2626

提出期間

申請期限

令和３年３月分（令和３年５月支払）から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶
養手当として受給できるようになります。既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、申請
は不要ですが、それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。

問 こども家庭課 ☎435-1219、FAX435-1269

問 特別定額給付金コールセンター ☎073-488-2067

　現況届の提出（更新手続）

　障害年金を受給しているひとり親家庭等が児童扶養手当を受給できるよう見直します

　ひとり親世帯臨時特別給付金

受給資格のある方には、８月１日からお使いいただける「新しい受給者証（年次更新分）」を、
所得制限超過等の理由で資格のない方には、「受給資格についてのお知らせ」を郵送しています。

●対象者／
　次の条件を全て満たす方
　・67 ～ 69 歳
　・市民税非課税世帯
　・収入・資産等が一定の基準以下
問 保険総務課☎ 435-1062

●対象／①身体障害者手帳１～３級 ②療育手帳Ａ１・Ａ２ ③特別児童扶
養手当１級（20 歳未満）のいずれかの認定を受けている方（65 歳を超え
て平成 20 年４月１日以降に新たに認定を受けた方を除く）、
④精神障害者保健福祉手帳１級の認定を受けている方（65 歳を超えて新
たに認定を受けられた方を除く）※①～④とも所得制限あり
●助成対象／保険診療に係る通院・入院医療費の自己負担分（身体障害者
手帳３級の方は入院のみ）、入院時食事療養費の自己負担額の半額（身体
障害者手帳３級の方を除く）
問 ①～③障害者支援課☎ 435-1060　④保健対策課☎ 488-5163

⃝老人医療受給者証
●対象／中学校卒業までの子
　　　　※所得制限あり
●助成対象／保険診療に係る
通院・入院医療費の自己負担
分、入院時食事療養費の自己
負担額の半額
問 こども家庭課☎ 435-1219

●こども医療費受給資格証

医療費助成受給者証の年次更新

●重度心身障害児者医療費受給者証
●重度心身障害者（後期高齢者医療）医療費受給者証

※申請期限を過ぎると給付できませんのでご注意ください

和歌山で働こう！和歌山で暮らそう！

第２回紀の国Web就職フェア
問  和歌山県労働政策課 ☎ 441-2805

現在、就労していない方や不本意ながら非正規で働いている方の正社員就職を促進するため、正社員就職を目指
す Web セミナーと Web 合同企業説明会を開催します。自宅等にいながら、県内優良企業の人事担当者から直接
話を聞ける絶好の機会です。是非ご参加ください。

●日時／８月 23 日 日　10 時～ 17 時
●内容／① Web 合同企業説明会（各企業５分の企業説明と３分の質疑応答形式）
　　　　② Web セミナー（就職成功のポイントセミナー　10 時 30 分～ 12 時・13 時 30 分～ 15 時）
●参加企業／製造業や農林・観光関連産業で、正社員の採用予定のある事業所（30 社程度）
●対象者／一般求職者、令和３年３月以降卒業予定の学生（高校生を除く）
●申込方法・参加費／事前予約制・無料

申込QR

７月中に郵送
しています

●支給対象者／④「基本給付支給対象の①または②」に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて家計が急変し、収入が減少した方　●給付額／１世帯５万円

●申請方法／①は申請不要です。令和２年８月中旬、児童扶養手当支給口座に振込みます。
　　　　　　②～④は申請が必要です。申請書等を提出してください。
●申請期限／令和３年２月 28 日日 < 消印有効 > まで　※郵送提出可　●申請・問合先／こども家庭課（東庁舎２階）

●支給対象者／①令和２年６月分の児童扶養手当の受給者 ②公的年金等を受給しており、令和２年６月分の
児童扶養手当の支給が全額停止される方 ③ひとり親世帯等で新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
●給付額／１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

２.追加給付（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少しているひとり親世帯等への給付）

申請について

１. 基本給付（児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付）

「ひとり親世帯臨時特別給付金」についての問い合わせ先
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問スポーツ振興課 ☎ 435-1364

問観光課 ☎ 435-1234
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●大会期間／令和３年 5 月 14 日金～ 30 日日
　　　　　　※種目毎に日程は異なります
●エントリー募集／令和３年 2 月末まで
●ボランティア募集／令和２年 10 月末まで
※詳しくは大会組織委員会ホームページをご確認ください

バレーボール
（インドア） ウインドサーフィン

ダンススポーツ

セーリング

日本遺産「絶景の宝庫　和歌の浦」の海上観光交通の導入事業として、本市が調査・支援してきた「和歌の浦遊覧船」
が７月４日土から運航を開始しています。海上から和歌の浦の絶景をぜひご体験ください。

●乗船申込方法／電話・メールでの受付後、和歌浦乗船場で券売
　※時間等については変更になる場合あり（事前に要確認）
●乗船についての申込・問合先／有限会社　新和歌観船
　電話：090-3165-3458　HP： https://wakanourabay.com/
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06 「和歌の浦遊覧船」 の運航開始
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和歌山市では４種目が開催されます！

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西
ホームページ
https://wmg2021.jp/

コース 時期等 時間 利用料金（税込）

和歌浦湾
周遊コース

７～10 月
の土・日

10 時・11 時・12 時・
13 時・14 時

大人 2,000 円
小人 1,000 円

サンセット
コース 要予約 夕日の沈む１時間前

に出航
大人 2,500 円
小人 1,500 円

※小人は小学生以下（３歳以下は無料）

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西とは？
概ね 30 歳以上のスポーツ愛好者であれば誰もが参加できる生涯スポーツの国際総合競技大会です。
2021 年、アジアで初めて日本で開催され、関西一円で各種目が行われます。

- 10 月１日現在で全国一斉に実施されます - 

国勢調査は法令で定められた最も重要な統計調査で、日本に住んでいるすべての人・世帯を対象に５年に１度
実施されています。今回の調査は、本市では、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、でき得る限
り世帯と調査員が接触しない方法で行います。

調査員が各世帯を訪問しますので、お宅にインターホンのある場合はイン
ターホン、インターホンのない場合はドア越しなど、できるだけ接触を避け
た形で、調査員の聞取りにご対応ください。調査員は聞取り後すぐに調査書
類を郵便受けなどにお入れしますので、調査書類を確認の上、原則、インター
ネット（スマートフォン可）または郵送でご回答ください。

調査員証を携帯
した国勢調査員
が担当調査区を
巡回します。

９月初旬～ ９月中旬～
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05 令和２年 国勢調査

問 企画課☎ 426-1201

➡


