
              

                             

 
 

 
 

  

 
    

   

   

 

 

 

  

 

  

     

     

     

     

     

     
 

    

    

 

    

 
  

  

  

 
 

  

   

 

  
 

  

  

   

 
 

                      

                      

                    

                      

                      

 

         

                       

 
 

  

   

 
      

 

       

  

    

 
   

 

    

          

 

 

  

   

  

           

           

             

                                                        

  

 

 

Date Withdrew__________ 添付 Va F ____R _____D_____ 

2021-2022 年度、無料または減額給食・牛乳の申請書

お子様の無料または減額給食をお申込みの方は、裏面の説明をお読みの上、一世帯につき申請書一枚のみ記入・署名の上、下記の住所に返送

してください。お問合せ先 516-364-5651。氏名の記入欄が不足する場合は、別紙添付して下さい

記入した申請書の送付先 : SYOSSET CENTRAL SCHOOL DISTRICT, BUSINESS OFFICE 

PO BOX 9029 SYOSSET, NY 11791 

1. 学校に在籍しているお子様全員の氏名を記入のこと。

生徒名 学校名 学年/教師名
フォスターチ

ャイルド

ホームレス

移民

家出 

 

 

 

 

 

 

2. SNAP/TANF/FDPIR 公的扶助 : 
SNAP, TANF または FDPIR 手当を受給している世帯員がいる場合は、その氏名とケース番号を記載記入し、 4 番に進んで、申請書を署名。

氏名: ______________________________________ ケース番号 : __________________________________ 

3. 世帯員全員の収入を記入（ 2番を記入した方は、記入不要 )
世帯員全員 (ご自身および収入のあるお子様). 

1 番に記入していない世帯員全員の氏名 (ご自身を含む )、無収入者も含めて記入。収入のある各世帯員の総所得、収入源の内訳を単位はドルで整数で記入し、

他の収入源が無い場合は、 0 を記入。 0 を記入した場合または未記入の場合、申請する所得が無いことを誓約（確約）したことになります。

世帯員の氏名 税引前の所得

金額 / 支払頻度

子供の養育費、離婚慰謝料

金額 / 頻度
年金、退職金

金額 / 支払頻度
他の収入、社会保障

金額 / 支払頻度
無収入 

$ ________ / ________ $ ________ / ________ $ ________ / ________ $ ________ / ________ 

$ ________ / ________ $ ________ / ________ $ ________ / ________ $ ________ / ________ 

$ ________ / ________ $ ________ / ________ $ ________ / ________ $ ________ / ________ 

$ ________ / ________ $ ________ / ________ $ ________ / ________ $ ________ / ________ 

$ ________ / ________ $ ________ / ________ $ ________ / ________ $ ________ / ________ 

世帯員の人数合計（子供・大人含む） 
*社会保障番号（Social Security Number）下四桁: XXX-XX- __ __ __ __ 

SS# 無し 



* 申請書の承認を得るためには、 3 番を記入後、必ず、成人の世帯員が本人の社会保障番号（ Social Security Number:SS#）下四桁を記入、もしくは、四角の中

の “SS# 無” にレ点を入れる。

4. 署名: この申請書の承認を得るためには、必ず成人の世帯員が署名すること。

私は、この申請書の内容が全て事実であり、全ての収入源が記入されていることを誓います (確約)。私は、情報提供が、学校が連邦政府からの予算を確保するた

めのものであること、学校職員が提供した情報を確認する場合があり、万が一、私が故意に事実に反する情報を提供した場合、州法及び連邦法により起訴される

場合があり、子供が給食扶助を受給出来ない場合があることを理解しています。

署名: ___________________________________________________ 日付: ___________________

メールアドレス : ________________________________________________

自宅の電話番号 : _____________________ 勤務先の電話番号 : _________________________ 住所:____________________________________________ 

5. 民族・人種についての質問は任意に回答可。回答内容により、お子様の無料または減額給食の申請結果に影響は出ません。

民族: ヒスパニックまたはラテン系 ヒスパニック系またはラテン系ではない

人種 (1つ以上レ点 ) : アメリカインディアンまたはアラスカ原住民 アジア系 黒人またはアフリカ系アメリカ人 ハワイ原住民またはその他の太平洋諸島民 白人

この線よりは下に、記入しないで下さい –学校使用欄

年収に換算 (申請書に複数の収入源が記入されている場合のみ、換算する )
一週 X 52; 二週間に一回 (隔週) X 26; 月二回 X 24; 月一回 X 12 

 SNAP/TANF/フォスター 

 世帯収入: 世帯収入合計額 /支払頻度 : _________________/________________ 世帯員数 : _________________ 

 無料給食  減額給食  却下/支払済

最終確認した職員の署名________________________________________________________ 通知の送付日:________________ 



 

 

 
 

   

           

 

 
 

  

   

  

 

 

 

    

            

        

            

             

 
     

 

 

 

   

            

 

      

 

   

       

  

  

 
        

  

  
    

 

       

     

     

 

 
 

 
       

 

 

 

 

      

 

 
 

     

  

  

  

 
 

        

                 
             
            

     

     

 

申請書の説明書

無料または減額給食をお申込みの方は、下記の説明に従って、一つの世帯につき申請書一枚に必要事項を記入・署名の上、 SYOSSET CENTRAL SCHOOL 

DISTRICT, BUSINESS OFFICE – PO BOX 9029, SYOSSET, NY 11791 に返送して下さい。

フォスターチャイルドをがいる場合は、別の用紙でなく、同じ用紙に申請します。 不明な点がございましたら、 516-364-5651 までお問合せ下さい。必

要事項は必ず全て記入して下さい。記入漏れがある場合は、お子様の給食扶助の申請が却下される、もしくは不必要な遅延を招く場合があります。 

1 全世帯が、生徒に関する情報を記入しなければなりません。一世帯につき用紙一枚のみ記入して下さい。 
(1) フォースターチャイルドを含め、申請の対象であるお子様の氏名をブロック体で記入。 
(2) 学年および学校名を記入。 
(3) フォスターチャイルドがいる世帯、または子供がホームレス、移民、家出に該当すると思われる場合は、該当する四角にレ点を入れて下

さい。（学校職員が、給食扶助を受給する資格の有無を確認します） 

2 SNAP、TANF または FDPIR 手当を受給している世帯は、 2 に必要事項を記入の上、 4に署名して下さい。 
(1) 現在、同世帯に SNAP、 TANF または FDPIR (Food Distribution Program on Indian Reservations)手当の受給者がいる場合はそのケース番号を記入。

ケース番号は、給食受給者宛の手紙に記載してあります。 
(2) 成人の世帯員が申請書の 4に署名しなければなりません。 3は飛ばします。 

SNAP ケース番号、 TANF または FDPIR 番号を記入した場合は、世帯員の氏名あるいは収入情報を記入しないで下さい。 

3 その他の世帯がこの部分および 4に必要事項を全て記入 
(1) 世帯員全員の氏名を、収入の有無を問わず記入。ご自身、同世帯に属する申請対象であるお子様、その他のお子様、配偶者、祖父母、そ

の他の親戚あるいは血縁関係に無い者を含めて全て記入。紙面が不足した場合は、別紙に記入すること。 
(2) 各世帯員の税引前またはその他の金額差引前の現収入、給与所得や生活援助、年金その他の収入を含め、収入源も記載すること。通常の

給与所得に増減がある場合は、通常の収入額を記載する。周一回、二週間に一回（隔週）、一か月に 2 回、月１回など、収入の支払頻度

を具体的に記入すること。無収入である場合は、その四角にレ点を入れる。 準備もしくは提供された養育費の金額、発生した費用に対

して Child Care and Development Block Grant、 TANF あるいは At Risk Child Care Programsにより受けた払戻額は本プログラムでは一切、収入とし

て扱われません。 
(3) 四角の中に、世帯員の合計人数を記入。この数には、世帯員の大人および子供全員を足し合わせたものであり、 This 1 および 3に記入し

た数値と合致しなければなりません。 
(4) 3 の必要事項を記入した場合は、4 を署名した成人のみの社会保障番号（social security number）下四桁を記入しなければなりません。その

成人が social security number をお持ちでない場合は、該当する四角にレ点を入れます。 SNAP, TANF or FDPIR 番号を記入した場合は、 social 

security numberを記入する必要はありません。 
(5) 必ず成人の世帯員が申請書の 4に署名しなければなりません。

他の公的扶助: お子様が Medicaid または Children’s Health Insurance Program (CHIP)の公的扶助を受給できる場合があります。お子様の受給資格の有

無を確認するために、プログラム職員に、無料または減額給食の申請書に記入した情報を提供する必要が発生しますが、書面により同意を得

るまでは、どのような情報も開示されません。他の公的扶助については、添付の、親・保護者による開示および同意書をご参照ください。 
USE OF INFORMATION STATEMENT 

Use of Information Statement: Richard B. Russell National School Lunch Act により、この申請書には必要情報を記載しなければなりません。情報

を提供する義務はありませんが、必要情報を全て提供しない場合はお子様の無料または減額給食申請の承認が下りません。申請書に署名する

主な給与所得者または成人の世帯員の social security number 下四桁を記入する必要があります。フォスターチャイルドの給食申請を行う

場合、または Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)、 Temporary Assistance for Needy Families (TANF) Program、Food Distribution 

Program on Indian Reservations (FDPIR) のケース番号、その他の FDPIR識別番号を記入する場合は、 social security number を記入する必要はあ

りません。また、申請書に署名する成人が social security number をお持ちでない旨を記載した場合も social security number を記入する必要はあり

ません。 頂いた情報を基に、お子様に無料または減額給食の受給資格、昼食や朝食の提供実施が決定されます。頂いた情報は、プログラム

を評価し、予算分配し、扶助内容を決定する教育や健康、栄養に関するプログラムと共有し、プログラムを再調査する監査局やプログラム規

定違反を調査する法執行機関職員と共有する場合があります。

反差別宣言
公民権法（ Federal civil rights law）およびアメリカ農務省（ U.S. Department of Agriculture: USDA) の公民権に関する規定や方針により、 USDA、その出先機関、事務所、従

業員、USDAのプログラムに参加し、それを運営しているその他の機関は、人種、性別、肌の色、国籍、年齢、障害を理由に差別すること、 USDAが実施もしくは

資金提供しているプログラムや活動における公民権活動に対して復讐あるいは反撃することを禁止します。

障害をお持ちで、プログラム情報入手のために代替コミュニケーション手段（例えば点字、拡大印刷、録音、アメリカ英語の手話など）を必要とする場合は、

公的扶助の申込先である出先機関（州・地域の）にご連絡ください。耳が不自由な方や会話が不自由な方は、 USDA に Federal Relay Serviceを通して (800) 877-8339

までお問合せください。英語以外の言語での情報サービスも提供します。

プログラムに関する差別の苦情を申し立てる場合は、 USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) に必要事項を全て記入してください。用紙は、インターネ

ット上で https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaintからダウンロード、また USDAの各事務所にお求めください。または、 USDA宛に、上記

書式で必要とされている情報を全て記載の上、書面を送ることも出来ます。苦情の申立書の複写を請求する場合は、 (866) 632-9992までお電話ください。必要事

項を全て記載した書式もしくは書面を USDAに以下の方法により提出できます。 

(1)  郵送先 : U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2)  ファックス番号 : (202) 690-7442; 

(3)  メール : program.intake@usda.gov.

本機関は、平等に機会を提供する機関です。
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