
Date Withdrew__________                                                                Attachment Va F ____R _____D_____  

2020-2021 Application for Free and Reduced Price School Meals/Milk 

2020−2021 年度 無料、減額給食、牛乳申込書 

無料、減額給食の申込みは、３枚目の指示に従って、1 世帯１枚の申込書に記入してく

ださい。署名をし、下記の住所までおくってください。手助けが必要な場合は 516-364-
5651 まで連絡してください。氏名欄が足りない場合は別紙に書いてください。 

SOYOSSET CENTRAL SCHOOL DISTRICT, PO BOX 9029, SYOSSET, NY 11791 

１、学校に通っている子どもの名前を記載してください。 

Student Name  
生徒の名前 

School  
学校 

Grade/Teacher  
学年/教師 

  
Foster Child  

里子  
  

Homeless Migrant, 
Runaway  

ホームレス 移民 
家出 

      o  o  
      o  o  
      o  o  
      o  o  
      o  o  
      o  o  

 

２、SNAP/TANF/DEPIR 手当 

家庭内に SNAP,TANF または FDPIR の手当を受けているメンバーがいる場合、その氏名とケ

ースナンバーを記載してください。４番に進み申込書に署名してください。 

Name: ______________________________________     CASE #: ____________________________________________ 

 

 

 

 

３、家庭内の所得すべてを記載してください。（２番で Yes と答えた場合ここはとばしてください） 

 

家族全員（あなたをと収入のある子どもたちを含む） 

収入の有無にかかわらず、１番に載っていない家族全員の名前を記載してください。それぞれ

の家族の収入、収入源をドルで報告してください。もし収入がない場合は「０」と記入してくださ

い。「０」と記入した場合。または空欄にした場合報告する収入はないと保証していることになりま

す。 



Name of household 
member  
世帯員の氏名 
  

Earnings from work   
before deductions  
控除前の労働収入 
Amount / How Often 
金額 / 頻度  

Child Support, Alimony  
養育費、扶養手当 
  
Amount / How Often  
金額 / 頻度 

Pensions, Retirement  
Payments  
年金、退職後の収入 
Amount / How Often  
金額 / 頻度 

Other Income, Social 
Security   
その他の収入、社会保障 
Amount / How Often   
金額 / 頻度 

No Income  
収入無し  

  $ ________  / ________  $ ________  / ________  $ ________  / ________  $ ________  / ________  o  

  $ ________  / ________  $ ________  / ________  $ ________  / ________  $________  / ________  o  

  $ ________  / ________  $ ________  / ________  $ ________  / ________  $ ________  / ________  o  

  $ ________  / ________  $ ________  / ________  $ ________  / ________  $ ________  / ________  o  

  $ ________  / ________  $ ________  / ________  $ ________  / ________  $ ________  / ________  o  

                                                                                                                                                

                                         社会保障番号を持っていない 

家族の人数合計（子どもと大 人） 

 

*Last Four Digits of Social Security Number:  XXX-XX- __   __   __   __       
社会保障番号も下 4桁 

 

＊大人の世帯員の社会保障番号の下４桁を必ず記入してください。持っていない場合は

「持っていない」の四角にチェックしてください。どちらにも記入がない場合、申請は

承認されません。 

 

４、署名：大人の世帯員の署名がない場合、申請は承認されません。 
I certify (promise) that all the information on this application is true and that all income is 
reported.  I understand that the information is being given so the school will get federal 
funds; the school officials may verify the information and if I purposely give false information, 
I may be prosecuted under applicable State and federal laws, and my children may lose 
meal benefits.  
この申請書にある情報は全て真実であり、すべての収入を報告したことを証明します。この情報は学校がフェデラル・フ

ァンドを得るために与えられ、学校関係者によって検証されること、そして意図的に情報に偽りがあった場合、連邦法、

または州の法律で裁かれ、子ども給食手当てを失うことを理解しています。 

 
Signature署名:_________________________________  Date日付：____________    
Email Address: ________________________________________________  
Home Phone:自宅電話 ___________________ Work Phone: 勤務先電話_______________   
Home Address住所:____________________________________________  
  
5.民族、人種選択は任意です。無料、減額給食の受給資格に影響はありません。 
 

  



Ethnicity:  oHispanic or Latino ヒスパニックまたはラテンoNot Hispanic or Latino ヒスパニックでは

ない 
 
Race (Check one or more) 人種（１つまたはそれ以上）: oAmerican Indian or Alaskan 
Nativeインディアンまたはアラスカ oAsianアジア人 oBlack or African American黒人アフ
リカンアメリカン oNative Hawaiian or Other Pacific Island ハワイアンまたは太平洋の
島々  oWhite 白人 
 

 

 
 
  

無料、減額給食の申請は 1 世帯に１枚の申請書に下記の指示に従って記入してください。

署名をして SYOSSET CENTRAL SCHOOL DISTRICT, PO BOX 9029, SYOSSET, NY 11791 まで送

ってください。 
家庭内に里子の子どもたちがいる場合、その子どもたちも申請書に記載してください。

別紙の申請書は必要ありません。手助けが必要な場合は 516-364-5651まで連絡してくだ

さい。必要なすべての情報が記入してあるかよく確認してください。記入されていない

場合、手当てを受けられなくなる、または不必要なプロセスの先延ばしにつながります。 
 
パート１ 生徒の情報を記入してください。一世帯につき一枚の申請書です。 

1. 申請する すべての子ども（里子の子どもを含む）の名前を記載する。 
2. 学年と学校の記載 
3. 里子の場合、またはホームレス、移民、家出（学校関係者が確認する）に当ては

まる場合は四角にチェックをする。 
 
パート２ SNAP, TANF 又は FDPIR を受けている家庭はパート２を記入し、パート４に署

名をする 
 
パート３  その他の家庭はパート３のすべてに記入し、パート４に署名をする 

1. 収入の有無に関わらず、全ての世帯員の氏名を記載する。あなた自身、申請する

子どもたち、それ以外の子どもたち、配偶者、祖父母、血縁関係に関わらず全て

の世帯員を記載する。欄が足りない場合は別紙に記載する。 
2. それぞれの世帯員の現在の収入を記入する。収入は税金を引かれる前のもので、

労働収入、生活保護、年金などその収入の出所を記入する。もし現在の収入が一

定でない場合は普段の収入を記入する。どのくらいの頻度で収入を得ているかも

記入する。毎週、隔週、月に２回、毎月など。収入がない場合は四角にチェック

をする。チャイルドケアに充てられた資金、またはチャイルドケアに当てるため



に受け取った支払い、包括的補助金への返済等はこのプログラムのための所得申

請に含まれない。	
3. 世帯員の合計を四角内に書く。全ての大人と子供を含む。パート１とパート３の

リストに反映する。	
4. パート４で署名する大人の社会保障番号の下 4 桁を記入する。もし番号を持っ

ていない場合は四角にチェックをする。パート２でケースナンバーを記載して

いる場合、社会保障番号は必要ない。	
5. 大人の世帯員がパート４に署名をする。	

 
その他の手当：あなたの子どもはメディケイドまたは子どもの健康保険プログラム

（CHIP)の受給資格があるかもしれません。それを決めるには無料、減額給食プログラム

の申請の情報が必要になります。情報の公開する前にあなたの文書での同意書が必要で

す。その他の手当の情報のための保護者の公開書と同意書を参照してください。 
 
情報の利用についての声明 
The Richard B. Russell National School Lunch Actはこの申請書のじょう方を求めています。情

報を公開する必要はありませんが、必要な情報すべてを提出しない場合、あなたの子供

の無料、減額給食を承認できません。 
世帯主または署名をした大人の世帯員の社会保障番号の下 4 桁を必ず記入してください。

里子の子どものために申請する場合、SNAP, TANF または FDPIRのケースナンバーがある

場合、または署名をした世帯員が社会保障番号を持っていない場合、社会保障番号は必

要ありません。この申請書の情報は、あなたの子供に無料、減額給食の受給資格がある

かどうかを決めるため、そして、給食、朝食プログラムの運営のために使われます。 
私たちはあなたの受給資格の情報を教育、健康、栄養プログラムと共有しなければなり

ません。プログラムの向上、資金決めのため、また法執行機関がプログラムの違反など

を取り締まるために役立てられます。 
 
差別禁止の声明	
連邦公民権法と米国農務省(USDA)の人権を守るための規則、方針にしたがって、USDA、其の機関、事務所、雇用者、そ

して USDA のプログラムが参加している、または運営している全ての機関は、人種、肌の色、国籍、性別、障害、年齢、

USDA によって運営された、または設立されたプログラムや活動の中での人権活動に対する制裁や報復に対する差別は禁

止されています。	
	
障害者の方で点字、大活字版、録音テープ、手話等での情報が必要な方は、州または地方の適切な機関に連絡して下さい。	
聴覚障害、難聴、発語障害の方は Federal	Relay	Service	(800)877-8339 を通して USDA に連絡して下さい。またこのプロ

グラムの情報は英語以外の言語でも提供されています。	
	
差別に対する苦情の申し立てをする際は	USDA	Program	Discrimination	Complaint	Form,	(AD-3027)のすべての項目に記入

して下さい。	
用紙はウェブサイト	
	http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htm  
又は USDA の事務所で入手できます。また手紙に必要な情報を記入して USDA に送って下さい。用紙のコピーが必要な方

は(866)632-9992 まで連絡して下さい。すべの必要事項を記入した用紙、手紙は以下の方法で提出して下さい。	
	

(1) 郵送：U.S.	Department	of	Agriculture	
														Office	of	the	Assistant	Secretary	for	Civil	Rights	
															1400	Independence	Avenue,	SW	
															Washington,	D.C.	20250-9410	

(2) 	Fax:	(202)	690-7442;	or	
(3) Email:	program.intake@usda.gov	

	
	
この機関は均等な機会を提供する機関です。	


