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　平成26年4月からの消費税率の引上げによる影響を緩和するため、
26年度に引き続き27年度も「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特
例給付金」を支給します。
　また、市の独自事業として、子育て世帯臨時特例給
付金の支給対象者に、市内の店舗等で使用できる商品
券「ふなばし子育て世帯応援券」をお配りします。

※診断チャートはおおまかな目安を示すものです。この結果に必ずしも当てはまらない場合もあります

27年6月分の児童手当の対象となるお子さ
んはいますか？
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生活保護を受けていますか？ 26年の所得は児童手当の
所得制限限度額未満ですか？

臨時福祉給付金の対象者となる可能性があります
1人につき6000円 ※詳しくは2・3面へ

27年8月4日㈫～28年2月4日㈭まで
支給時期▶10月以降

27年6月4日㈭～12月4日㈮まで
支給時期▶10月以降（ふなばし子育て世帯応援券は9月以降）

臨時福祉給付金に関するお問い合わせ
臨時給付金推進本部

臨時給付金コールセンター☎0570-090-192
㈪～㈯　午前9時～午後5時（㈷㉁・年末年始を除く）

（28年2月4日㈭まで開設しています）

子育て世帯臨時特例給付金に関するお問い合わせ
児童家庭課

☎436-2316
㈪～㈮　午前9時～午後5時（㈷㉁・年末年始を除く）

制度に関するお問い合わせは
厚生労働省のコールセンターを

ご利用ください

厚生労働省
2つの給付金に関する専用ダイヤル

☎0570-0
オー!みな  

37-1
いいきゅうふ

92
㈪～㈮　午前9時～午後6時（㈷㉁・
年末年始を除く）

●�市や厚生労働省などがATM（銀行やコンビニエンスストアなどの現金自動支払機）の操作を
お願いすることは絶対にありません。
●�ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
●�給付金を支給するために手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。
不審な電話がきたり、郵便が届いた場合は、迷わず110番または所管の警察にご連絡ください。
   船橋警察署　　生活安全課☎435-0110
  船橋東警察署　生活安全課☎467-0110

　千葉県警　 振り込め詐欺相談専用ダイヤル
　　　　　　 ☎0120-4

ヨ ク シ
94-5

コ ー ル
06

ふなばし産品ブランド
PRキャラクター

目利き番頭　船えもん

厚生労働省�臨時給付金
イメージキャラクター
カクニンジャ

臨時福祉給付金
子育て世帯臨時特例給付金

2つの給付金に
ついて確認じゃ

対象者診断チャート
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臨時福祉給付金
基準日は27年1月1日です

子育て世帯
臨時特例給付金
基準日は27年5月31日です

申請
期間

申請
期間

振り込め詐欺にご注意ください

27年度の市民税の均等割が課税となってい
ますか？または課税となっている人に扶養
されていますか？

⬇アクニンジャ
に注意！

スター
ト

じゃ

＋

フクシカクニンジャ

コソダテ
カクニンジャ

船橋市の
子育て家庭は
Wでお得！

支給対象者となる可能性のある人には申請書を郵送します

子育て世帯臨時特例給付金の対象者となる可能性があります
児童1人につき3000円

＋ふなばし子育て世帯応援券（児童1人につき3000円分）※詳しくは4面へ
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　支給対象者1人につき6000円。26年度に行われた
老齢基礎年金等を受給されている人等への加算はあ
りません。

　原則として、申請書に「申請・受給者」として印字さ
れている人の名義の口座です。
※�26年度に臨時福祉給付金を受給した人は、原則と
してその時と同じ振込先です

※�代理申請・代理受給が可能な場合もあります。詳し
くはお問い合わせください

　申請からおおむね1カ月半後。ただし、どんなに早
く申請した人でも27年10月以降です。
※�今回の給付金は27年10月から28年9月までの分と
なっているため、10月以降に支給するよう定めら
れているためです　支給対象者となる可能性のある人に対して、8月か

ら随時郵送します。
※�申請書が届いた人が必ずしも支給対象者となるわ
けではありません。あらかじめご了承ください

 27年8月4日㈫〜28年2月4日㈭まで
※当日消印有効

〒273-8501※住所不要　臨時給付金推進本部

1 2 3 4
申請書が届きます ➡ ➡ ➡

　支給対象者となる可
能性のある人に対して、
市から申請書、返信用封
筒などが届きます。

決定 ➡ 振込

　支給・不支給を決定し、
支給決定の場合には給付
金を振り込みます。

※�振り込みが完了したことを
確認後、支給通知を郵送し
ます。不支給の場合も、不支
給通知を郵送します

※�不備があった場合や26年の
所得状況が未申告の場合に
は、振り込みが遅くなります

必要事項を記入して
ポストへ

　申請書に忘れずに押
印の上、振込先を選択・
記入し、必要に応じて本
人確認書類の写し等を
のりづけして、返信用封
筒に入れてポストに投
かんしてください。

市が確認

　市で記入内容、支給要
件などを審査します。

支給までの流れ

申請書

申請
期間

申請先

振込先

支給
時期

※船橋市の場合 ※船橋市の場合

　臨時福祉給付金は、26年4月から消費税率が5パーセントから8パーセントへ引上げられたことによる影響を緩
和するため、市民税（均等割）が課税されていない一部の人への配慮として1人当たり6000円を支給するものです。
　臨時福祉給付金を受け取るには、申請が必要です。市では、支給対象者となる可能性のある人に対して申請書を8
月から郵送します。支給対象者と思われるにもかかわらず、9月になっても申請書が届かない場合にはコールセン
ター☎0570-090-192までお問い合わせください（27年1月1日時点で船橋市に住民登録をしていない人は、27年
1月1日に住民登録をしていた市町村にお問い合わせください）。

臨時福祉給付金

　27年1月1日現在、市に住民登録をしている人で27年度の市民税（均等割）が課税されない人。
ただし、自分を扶養している人が課税される場合や、生活保護を受けている場合などは対象外です。

区分 非課税限度額※
（給与収入ベース）

単身 100万円
夫婦 156万円

夫婦子1人 205.7万円
夫婦子2人 255.7万円

区分 非課税限度額※
（年金収入ベース）

単身
65歳以上 155万円
65歳未満 105万円

夫婦
65歳以上 211万円
65歳未満 171.3万円

住民税が課税されない
所得水準の目安

（非課税限度額）

　給与所得者 　公的年金等受給者

親 展 重 要

臨時福祉給付金申請書　在中

申請期限：平成28年２月４日(木)

料金後納郵便
本市は

接遇日本一を
目指します！

郵便区内特別

ふなばし産品ブランドPRキャラクター
目利き番頭  船えもん

船橋市役所　臨時給付金推進本部
〒273ー8501　千葉県船橋市湊町２丁目10番25号
　コールセンター：0570-090-192

ハ
サ
ミ
で
切
っ
て
開
封
し
て
く
だ
さ
い
。

臨時福祉給付金

支給
対象者

支給
金額

支給要件を
確認じゃ 
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＊臨時福祉給付金の申請書の書き方など、お気軽にご相談ください。
開設場所 開設期間 開設時間

本庁舎11階 28年2月4日㈭まで
※㈯㈰㈷㉁年末年始を除く ㈪～㈮午前9時～午後5時

船橋駅前総合窓口センター（フェイスビル5階）
9月30日㈬まで

㈪～㈮午前9時～午後8時
第2・第4㈯とその翌日の㈰、㈷㉁
午前9時～午後5時

10月1日㈭～28年2月4日㈭
※年末年始を除く

㈪〜㈮、第2・第4㈯とその翌日の㈰、㈷㉁
午前9時〜午後5時

二宮出張所、芝山出張所、高根台出張所、習志野
台出張所、豊富出張所、二和出張所（併設する二
和公民館3階に開設します）、西船橋出張所

9月30日㈬まで
※㈯㈰㈷㉁を除く
　��二和出張所に併設する二和公民館の
相談窓口については8月31日㈪を除く。

㈪～㈮午前9時～午後5時

※子育て世帯臨時特例給付金については、本庁舎3階の児童家庭課または船橋駅前総合窓口センターをご利用ください
※出張所にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください

相談窓口もご利用ください

🅠 自分が市民税（均等割）の課税者かどうかを調べるに
は、どのようにすればよいですか？

　　　�原則、市民税課や職場から27年度市民税・県民税納税通
知書が届いていれば市民税（均等割）の課税者です。

🅠 27年1月2日に他市から船橋市に転入してきました。船
橋市で給付金の申請ができますか？

　　　�原則、基準日である27年1月1日の時点で住民登録がさ
れている市町村での申請となりますので、船橋市では申
請できません。

🅠 市民税（均等割）が非課税のひとり暮らしの高齢者で
す。ただし、Ａ市に住んでいてＡ市の市民税（均等割）
が課税されている息子に扶養されています。給付金は
もらえますか？

　　　�市民税（均等割）が課税となっている人に扶養されてい
る場合は、給付金はもらえません。

🅠 単身赴任でＢ市に住む夫はＢ市の市民税（均等割）が課
税されていますが、船橋市から夫の扶養となっている
妻と大学生の娘の氏名が印字された申請書が届きま
した。どうすればよいですか？

　　　�市民税（均等割）が課税となっている夫が他市にいるこ
とが船橋市ではわからないため、妻と娘は支給対象者の
可能性があるとして申請書を郵送していますが、この場
合は支給対象者ではありません。

🅠 単身赴任で外国に住む夫に実質的に扶養されている妻
と娘に申請書が届きました。どうすればよいですか？

　　　�海外単身赴任などにより夫に市民税（均等割）が課税さ
れていない場合には、妻と娘は支給対象者となります。

🅠 給付金はいつ頃振り込まれますか？
　　　�申請からおおむね1カ月半後。ただし、早い人でも27年

10月以降です。今回の給付金は27年10月から28年9月
までの1年分となっているため、10月以降に支給するよ
う定められているためです。

🅠 昨年度は1万円でしたが、今年はなぜ6000円なのです
か？

　　　�給付金は消費税率の引上げによる食費の負担増に相当
する金額を支給しており、昨年度は、26年4月から27年
9月までの1年半分として1万円を支給しましたが、今回
は1年分となっているからです。

🅠 今年は基礎年金受給者等への5000円の加算はないの
ですか？

　　　�昨年度は、年金給付額の特例水準解消に伴う措置として
5000円を加算しましたが、今年は加算を実施しません。

🅠 振り込みがあった場合、通帳に記帳すると、どのように
印字されていますか？

　　　�一般的には「フナバシシリンジフクシ」です。

🅠 配偶者からの暴力を受けて、Ｃ市に住民票を残したま
ま船橋市に避難してきました。給付金はＣ市に申請す
る必要がありますか？

　　　�配偶者からの暴力を理由に避難している人や施設に入
所している児童等については、船橋市に申請をして船橋
市から給付金を受け取れる可能性があります。詳しくは
お問い合わせください。

🅠 27年5月16日に長女が生まれました。給付金の申請は
できますか？

　　　�27年1月1日までに生まれた人が対象ですので申請で
きません。

🅠 申請期限である28年2月4日の午後11時に申請書をポ
ストに投かんしました。給付金はもらえますか？

　　　�当日ポストに投かんしても当日消印になるとは限りま
せん。その場合は、申請は受け付けられませんので給付
金はもらえません。

上記のほか
質問があれば

相談窓口もあるのじゃ

　🅐

　🅐 　🅐

　🅐

　🅐

　🅐

　🅐

　🅐

　🅐

　🅐

　🅐

　🅐
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　市では、27年度の子育て支援事業として、子育て世帯臨時特例給付金を支給するととも
に、ふなばし子育て世帯応援券（市内の店舗等で使用できる商品券）をお配りします。
　6月に市からお送りした児童手当の現況届をまだ提出していない人や、市内在住の公務
員で、子育て世帯臨時特例給付金の申請書を児童家庭課に提出していない人は、お早めに申
請してください。

　
🅠 児童手当の現況届に併せて6月に申請しましたが、まだ振り込まれていません。
🅐 27年10月中に振り込む予定です。支給決定となった人には9月上旬から順次、振込
日を通知するとともにふなばし子育て世帯応援券をお送りします。

🅠 振り込みがあった場合、通帳に記帳するとどのように印字されていますか？
🅐 一般的には「フナバシシコソダテセタ」です。
🅠 27年5月16日に長男が生まれましたが、児童手当の手続きが遅れたため、児童手当

は７月分からの受給になりました。給付金の申請はできますか？
🅐 5月に生まれたお子さんは、本来であれば27年6月分の児童手当の対象となるお子
さんですので、申請すれば給付金がもらえる可能性があります。

子育て世帯臨時特例給付金

区分
（扶養親族等の数） 所得制限限度額 限度額目安

（給与収入べース）
子1人（1人） 660万円 875.6万円

夫婦子1人（2人） 698万円 917.8万円
夫婦子2人（3人） 736万円 960万円

　児童手当の所得制限限度額（給与収入ベース）　27年6月分の児童手当の受給者。ただし、26
年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の場
合は対象外です。

27年6月4日㈭〜12月4日㈮まで
※当日消印有効

〒273-8501※住所不要　児童家庭課
★�既に児童手当の現況届を児童家庭課に提出した人は、改めて
申請する必要はありません。

★�公務員が申請を行う場合には、申請書を児童家庭課に郵送に
て提出してください。（申請書にはお勤めの官公庁の証明が
必要です）※お早めに提出してください

27年10月以降
原則として、児童手当の
振込口座です。※代理受
給はできません。

　支給対象児童1人につき3000円
※支給対象児童とは27年6月分の児童手当の対象と
なるお子さんです

　27年6月に児童手当の現況届に併せて児童家
庭課から既に郵送しています。
★�5月にお子さんが生まれた人など、27年5月に
児童手当の申請をされた人のうち6月に現況届
が届かない人については、5月の児童手当の申
請の際に併せて、子育て世帯臨時特例給付金の
申請書を記入していただいています。
★�公務員は、お勤めの官公庁から配布されます。
★�申請書が届いた人が必ずしも支給対象者とな
るわけではありません。あらかじめご了承くだ
さい。

子育て世帯臨時特例給付金・子育て世帯応援券に関するお問い合わせ

児童家庭課　☎436-2316　FAX 436-2315  ㈪〜㈮　午前9時〜午後5時（㈷㉁・年末年始を除く）

●�臨時福祉給付金の支給対象者にも該当する
場合には、臨時福祉給付金と子育て世帯臨
時特例給付金の両方が受け取れます。

●��27年6月分の児童手当の受給者であれば、
生活保護受給者の人も子育て世帯臨時特例
給付金を受け取れます。

申請忘れが
ないか確認じゃ 

ふなばし子育て世帯応援券

対象児童1人につき3000円分交付額 27年12月26日㈯使用期限

　申請方法　�児童手当の現況届を児童家庭課に提出してください。（既に提出
した人は、改めて申請する必要はありません）
　公務員は、子育て世帯臨時特例給付金申請書を児童家庭課に郵送にて提出
してください。（申請書にはお勤めの官公庁の証明が必要です）※申請が遅く
なると応援券を使用できる期間が短くなってしまいますので、お早めに提出
してください

　交付時期　�子育て世帯臨時特例給付金の支給
決定通知と併せて、9月上旬から順次、簡易書留
で郵送します。
　応援券の使用方法や取扱店等は、応援券に同封
されるパンフレットをご覧ください。

支給
対象者

申請
期間

申請先

支給
時期 振込先

支給
金額

申請書

こんな人も給付金を受け取れます！
忘れずに申請してください！

（26年度との変更点）


