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平成１６年５月１日現在

�住民基本台帳登録数　　　　 　前月比
　男　　 　８８，０６２人　　　　　４３６人増
　女　　 　８８，２０４人　　　　　６００人増
　計　　　１７６，２６６人　　　　１，０３６人増
世帯数　 ７７，１２８世帯　　　　８９９世帯増
�外国人登録数　　　　　　 　４，１６６人

人口と世帯数

定額給付金等
臨 時 号3 月

号　外
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対　　象　平成２１年２月１日（基準日）に小平市の住民基本台帳に記録
または外国人登録原票に登録されている方（不法滞在者、短
期滞在者を除く）

給 付 額　１人につき１２，０００円（基準日に６５歳以上および１８歳以下の方
は２０，０００円）

申 請 者　世帯主（外国人の場合は、給付対象者）
　　　　　※親権者、成年後見人などの法定代理人による申請や、世帯

主による申請が困難な場合には、代理人が申請することが
できます。詳しくは、小平市定額給付金申請受付センター
（申請受付センター）へお問い合わせください。

申請方法　右図参照
申請期限　平成２１年１０月１日（木）まで（消印有効）
給付時期　４月下旬から口座への振り込みを開始します。以降、申請受

付センターに申請書が届いてからおよそ３週間程度で口座へ
振り込まれます

　　　　　※４月は申請が集中することが予想されます。給付までに通
常よりも時間がかかりますので、あらかじめご了承くださ
い。

　　　　　※原則として、世帯主名義の口座への振り込みです。

　市では、家庭への生活支援と地域経済の活性化のために定額給付金を支給し

ます。また、お子さんの多い世帯の子育て支援のひとつとして、子育て応援特

別手当を支給します。これは、国が地域の緊急経済対策として示した定額給付

金、子育て応援特別手当事業に基づくものです。

　さらに、これらの支給にあわせて、小平商工会が市内の商店など（加盟店）

で使えるお得なプレミアム商品券を販売します。
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　市では、３月３１日（火）に申請書を世帯主あてに発送します。申請方法などは、次のとおりです。４月は、申請が集中し、手続き
に時間がかかることがありますが、ご理解とご協力をお願いします。

　小平市定額給付金申請受付センターでは、送付された申請書を
受け付けるほか、定額給付金に関する質問に電話でお答えしま
す。場所は新宿区ですが、市が設置するものです。

Kodaira city office is now planning to provide the Supplementary 
Income Payments. 

To All Foreign Nationals Living in Kodaira
Kodaira city office is now planning to provide the Supplementary 

Income Payments. These Supplementary Income Payments  will 

be paid at  Kodaira city office to persons who are registered on 

its alien registration card as of February 1, 2009.

For inquiries please call us at 03(6302)8221

 Monday-Friday　8:30～20:00

 Sunday, Saturday, National Holiday　8:30～17:00 

 From March 20th through June 30th
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市が世帯主あてに申請書を送付

　世帯主が申請書に必要事項を記入し、本人確認書類（下表）
と振込口座が確認できるもの（通帳またはキャッシュカード）
の写しを添えて、同封の返信用封筒で返送（切手不要）

・運転免許証の写し
・旅券（パスポート）の写し
・住民基本台帳カードの写し
・各種健康保険証の写し
・官公庁の発行した証明書の写しなど

市が申請書の内容を確認したあと、指定口座に振り込み

平日　午前８時３０分～午後８時
土曜・日曜日、祝日　午前８時３０分～午後５時

相談電話 �03（6302）8221

　相談のみを行います（申請書の受付は行いません）。
と　き　平日の午前８時３０分～午後５時（受付は４時３０分まで）
ところ　定額給付金給付事業本部（市役所５階）
※申請書は、同封の返信用封筒で郵便ポストに投かんしてください。
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４月１日から

本人確認書類（いずれか１点）
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