
いペイン調

保護者の皆様

A los senores padres o responsables

教育委員会
Comlk3 de Educac:on de Cu:dad de

しゅうがくひよう  えんじょ

就 学費用の援助について(平成 年度用)

SOBRE SUBSID10 ESCOLAR (PARAELAttO ESCOLAR DE  )

義務教育の費用の負担にお困りのご家庭に対し、就学援助の制度より、就学に必要な費用の援助をイわ てい
ます。

各小中学校または教育委員会に「就学援助費給付申請書」を提出していただき、教育委員会が必要と認定し
た場合に国からの補助金を受けて学用品費、給食費等の費用の一部を援助いたします。

Tenemos el sisterna de subsidio esoolar para las fam‖ ias que tienen dncultad flnanciera en cuanto al gasto

esoolar en la educaci6n obligatoria.

Entregarla so‖ citud al colegio o a la Comi16 de Educaci6n.AI∞ nsねねdal recibitt una parte del gasto de

las rnaterias escolares,alrnuerzo esoolat etc.

○ 援助の対象となる方 Fami‖a que puede redbr d subsdb

にお住いの方で resde en       y

平成.¨ 斉疲または平成.¨ .年度において、次のいずれ力ヽ こ該当する方
uno delos que cumplen∞ n bs requisitos exigidos abaio desde el ano(    )hada elanO(    )

> ア 生活保護法に基づく保護を停止または廃止された。

Ha suspendido o anulado el subsidio宙 ね|.

> イ
´
個人の事業税の減免を受けている。
Hay reducci6n o exenci6n delimpuesto propietario.

> ウ 市民税が非課税または市民税の減免を受けている。
Hay reduoci6n o exenci6n delimpuesto municipal.

> 工 固定資産税の減免を受けている。(家屋の新築等での軽減措置は対象となりません)

Hay reducci6n o exend6n dd impuesto sobre hmuebtts.(salvO∞ nttruレ casas nuevas,etc.)

> オ 国民年金の掛金の減免を受けている。

Hay reducci6n o exenci6n del pago de pensi6n.

ヽ 力 国岬 険の保険料の減免または徴収の猶予を受けている。
I 「lay reducci6n o exenci6n o aplazarniento del pago del seguro de salud nacional.

> キ 児童扶養手当の支給を受けている。(児童手当は対象となりません)

R`ecibe el subsidio de manutenci6n infantil,Jil」 oυ fuyOtr feale(salVO Subsidio infanll,JilJoυ

‐ realel.:  
こ

その他特別な事情があり、経済的に困窮され児童生徒を就学させることが困難な方

Por otra ra´ n,lene dncultad econ6mica,pЮbにma dd pago dd∞ legbl etc.

○ 援助の申し込み Sdbitud dd subddb



(1)就学援助費給付申請書 Sdbitud    、

各小中学校または教育委員会で「就学援助費給付申請書」を受け取つていただき必要事項を記入してくださ

い。なお、2人以上の児童生徒が就学されている場合は(それぞれの申請が必要です。

Recibirla so‖ citud en la escuela primaria o secundaria o la Conli桜 ,de Educaci6n y‖enarla.

En caso de tener mas de dOs hlos que vayan aloolegio,cada uno jene que so‖citan

□ 平成 ( )年度に認定を受けていた九 、平に 年度に希望する場合はあらためて申請が必要です。

Lo que redbe elano( )se neCesita su solicibci6n para el ano escOlar___nuevamente.

□ 生活保護法による保護 (教育扶助)を受けている場合は、申請の必要はありません。

En caso de estarrecibiendo el subsidio哺 tal,no es necesario la solicitud.

(2) 提出先  EIlugar del entrego

在学している小中学校、入学後に通学する小中議 しくは 、_市 教育委員会へ提出してくだ
さい。
Entregar a la escuela p‖ ma‖a O Secunda面 a donde va su hlo/a O ala Comib de Educaci6n.

提出期間 periodo del entre9o
□ 平成 __年度に新2年生以上の学年に進級する児童牛徒の保護者の方

los responsables del alumno de 2° grado o rnayor en el ano es001ar_

20」平成 )年繭 …_月 mes～20_」平成 _斉l anQ_月 m∞_日 db( 曜日)まで

□ 羽岨 年度に新1年生となる児童牛徒の保護者の方                   1
1os responsables del alumno de11° gmdo en elano escOlar

2L(平成 __)年 anO_4 mes～ 20(平成_)年 an。_月 mes_日 db( 曜日)まで

□ 上記にかかわらず、経済的に困窮となり就学させることが困難となつた場合には、随時申請することができま
す。

A pesar de mencionado arribal en caso de tener dncultad lnanciera, poder so‖ ci性lr cualquier

momento.
○ 援助される費用 Gasto para subjdb

(1) 学用品費・通学用品費 (国が定める額を限度)

・Gasto para uIles escolares(va10rlimitado por el estado)

(2) 学校給食費侍等まり集金される実費御
Almuerzo es∞ br(vabrreal∞ brado por d∞ legb)

(3) 校外活動費 (学校行事として実施されるもので、宿泊を伴わないもの)(年1回に限り、印
Gasto del paseo,de la excursion sin aloiamientO(una veZ al ano,va10r real cobrado por el
∞legb)

(4) 医療費 (学校より治療の指示のあった学校病 (学校保健法施行令第7条に定める疾病)の治療費)

CaStO m“ |∞ (bSenfemedades desonadaS porattcub 7 de b leyde enfemeria es∞ br)

(5) 新入学学用品費等(小学校、中学校新入学時のみ年1回に限り、国が定める4勘

09st9 de ulbles∞ bres para bs Jumnos de l° gmdo de p面 ma‖ays∝unda百a en caso dd

いOreSO(una Vez J節 o,vabr‖ mibdo por d e〔おdo)

(6) 修学旅行費(小学6年生、中学3年生のみ年1回に限り、実効               ,
Gasto del viaie le prOrnOci6n para lo:調

lll:「し3[jI;d9de p面
maria y de 3° ano de

secund9‖。.(una veZ J anO,vabr real∝

○ お問い合わせ先 Conねcto

詳しくは、各小中学校または、教育委員会 (電話 fono         )までお問い合わせください。
Preguntar sobre mas de熊 ョ|le a la escuela primaria o secudaria o a la Corni桜 3 de Educaci6n.



ポルトガル語
Aos senhores pais Ou responsavel

保護者各位

雷学費猫の後勤についそ(羊茂  準農婦)

Sobre o subsidio nnanceiro educac:ona:lAnO letivo     〕

義務教育の費用の負担にお困りのご家庭に対し、就学援助の制度より、就学に必要な費用の援助を行ってい
ます。
各小中学校または教育委員会に「就学援助費給付申請書」を提出していただきt教育委員会が必要と認定した

場合に国からの補助金を受けて学用品費、給食費等の費用の一部を援助いたします。
Ha um sistema de apoio aos esndOs,que aux‖ ia nos custos necessa甫os a educaα10釉ndamenbl.
Pam receber este auxlio 6 neoessano entregar o lbrlnulano de sOlicib"o de subsidio aos esndos,e se O

mesmo for aprovado pelo Comitt de Educa∝10,Sett custeado uma parte do matedal esoolat refei∝ 10 esoolar e

attns.

○ 援助の対象となる方 PessOas que podem receber o apo:o

?1‐  5蹴 ‰ :淵 1。 山 釧 騰 蕊 a∝ 酬 劇 ∝   
―

各小中学校また|ま教育委員会で「就学援助費給付申請書」を受け取っていただき必要事項を記入してくださ
い。なお、2人以上の児童生徒が就学されている場合は、それぞれの申請が必要です。
So‖cibr o fonnulanO de inscnα 10 na esoola ou no Co甲 i鯰 de Educaヴ10 da prefemm Onde mSlde e

preencher os dados n― riOS・ Caso tenha dois ilhos ou mais tequentando a escola de ensinO

釉ndamenLI,sett neoessa面 o fazer a inscnぽ10 para cada um.

※ 平成 年度に認定を受けていた方も、平成 年度に希望する場合はあらためて申請が必要です。

にお住いの方で
Aos residentes de

平成.…年度または平成.¨ :年度において、次のいずれかに該当する方
Para os que se enquadrem em uma das α)ndiぃ abaixO,durante o penodo lelivo dQ____p

》 ア 生活保護法に基づく保護を停止または廃止された。

AAsslsttncia,baseada na LeideAuxllo de Subsisencta,foisuspensa ou e‖ rninada.

> イ 個人の事業税の減免を受けている。
Reoebe reducao de irnposto de pessoa isica.

》 ウ 市民税が非課税または市民税の減免を受けている。
Tem isen"o ou recebe reduφ o deimposto munidpal.

》 工 固定資産税の減免を受けている。(家屋の新築等での軽減措置は対象となりません)

Reoebe redu"O de lmposto sobre bens imtteb(nao se enquadra no caso de redu"o de imposto

de nova const田

"o de mOradia)
> オ 国民年金の掛金の減免を受けている。

Recebe reduφO nO valordo pagamento da cob de pensao anualda Previdencia sOcial.

> 力 国民健康保険の保険料の減免または徴収の猶予を受けている。
Reoebe redu`薄o nO vabr de pagamento da Lxa de seguro de sa口de,ou possui o direito de
prorogar o seu pagamento.

> キ 児童扶養手当の支給を受けている。 (児童手当は対象とな りません)

Reoebe subsidio de amparo fammiar(naO indui O subsidio infanJ― ildOu_teate)

その他 特別な事情があり、経済的に困窮され児童生徒を就学させることが困難な方
Ha d面にuldadё  inanceira para o aluno■equenbra esOOlal por outtos molivos exhordinarios.



ポル トガル語                 ,・
A famlb no ano lelivo de   e que deseia reCeber no ano lelivo de   6 ne∝

“
a面O fazer a

hCnφO nOvamente.          :   メ
※ 生活保護法による保護 (教育扶助)を受けている場合は、申請の必要はありません。

Afamlia que recebe o auxlio subsisЮ ncia(subSidio educacional)de a∞ rdo∞m a Legisla"o do Auxlio

de Substtenda,naO pRttsa fazer a hsc‖ φo.

(2)提出先 Localde enttga dos d∝ umentos

在学している小中学校、入学後に通学する小中学校もしくは 、      市教育委員会へ提出してく
ださい。
Entregar na esoola onde seu llho esnda,ou no Comitt de Educaα 10 residё nte.

提出期間 Pttdo de entttga dos d∝urtlentos

□ 平成 __年度に新2年生以上の学年に進級する児童生徒の保護者の方
Alunos que a partir do ano lelivo de_frequentaM a 2a.ま ,‖e ou outm s3ne em diante.

Dq_二年 anQ口_月 m“ ___日 dia 油6___年 anQ__月 m吐 日dhまで

□ 平娃 年度に新 1年生となる児童生徒の保護者の方
Alunos novos da la.serie dO anO lelivo de

De_年 anQ__月 mes_日 dia 勧6__二年 an。__月 m“ 二日diaまで

※ 上記にかかわらず、経済的に困窮となり就学させることが困難となった場合には、随時申請すること
ができます。

:ndёpendente dos prazos,havendo dttculdade inanceira para frequenhr a escola,seM a∞ ib a

hSC‖

"O exhOdha百

a.

Ot勤 しされる費用 Despesas∞ berLs peb subsuio

(1)学用品費・通学用品費 (国が定める額を回
Despesa dO mate‖al e despe厳ls com attgOs para frequenbr a escola(va!Or‖ mibdo pelo govem0
fedeml)

(2)学校給食費 (学校より集金される実費機
Des"田 de refei"o・ёSCOb(Vabrreal∞brado peh es∞ la)

(3)校外活動費 (学校行事として実施されるもので、宿泊を伴わないもの)(年 1回に限り、実費額)

Despesa∞ m alividadё s fora da escola(que faZ parte do programa escolat∞ m excetto de
pemoile)(vabrreal‖ mibdo a l veranO)

(4)″ 医療費 (学校より治療の指示のあった学校病 (学校保健法施行令第7条に定める疾病)の治療費)

Despesa m“ica eb10r do hhmento da doen"escOlar indicado pela esoola)refeЮ nte doe,“

deterrninada pela Legisla9勧 o escolarl

(5)新入学学用品費等 (小学校、中学校新入学時のみ年 1回に限り、国が定める額)

Despesa de matedJ es∞ br na ocagao da ma輛側h.(uma veZ por ano,∞ m‖mile esbbelecido

pelo govemo fedemり

(6)修学旅行費 (小学6年生t中学3年生のみ年1回に限り、実費額)

Despesa da viagem de esndOs(uma Vez na 6亀 過ne p」manale na 3R過de ginasial,referente valor

reaり

○ お問い合わせ先いoma9磯

詳しくは、1各小中学校または、教育委員会 (電話           )までお問い合わせください.

Para Ⅲ̈ resiinfOrrnagtts entre em∞ nbto∞m a escola ou∞ m o Comtt de Educaφo

(defO嗅二三二_二」・

1:     ヽ


