
School Meal Program Payment Information

○Cost

・Elementary school: ¥240 per meal

・Junior High school: ¥275 per meal

* Meals can be ordered or canceled by contacting the school at least 5 days ahead of time (not

including weekends and holidays). Please note that without 5 day prior notice, meal charges

will still occur even in the case of unplanned absences due to injury or illness.

○Billing

・Billing is handled by direct withdrawal.

・Please obtain the Direct Withdrawal Application Form (口座振替申出書 /Kōza furikae 

mōshidesho) from the school, fill it out, complete the procedure/authorize the process at your 

bank or financial institution and submit the completed form to the school.

・To make any changes, please contact the school and obtain another Direct Withdrawal

Application form.

・Fees will be withdrawn around the 15th of every month. A more detailed schedule is

available on the Okazaki City homepage.

・An invoice slip will be sent home with your children sometime before the fee is withdrawn

each month. Please note that multiple fees may be withdrawn at the same time (school

materials, PTA membership, etc…) so be sure there are sufficient funds are available in your

account.

・If you are receiving the School Expense Subsidy, no meal fees will be collected, but other

school-related deductions may still occur.

○Failure to pay on time

・If we are unable to receive payment due to insufficient funds we will send you a collection

notice and payment form (督促状兼納付書/Tokusokujō ken nōfusho). Please confirm the 

contents before paying at a financial institution or post office. (Note that convenience store

or online payment options are not available in this case.)

・If you lose your payment form or otherwise fall behind on your payments please contact

Okazaki’s school meal office at 0564-23-6426.

・If there are any problems paying with the payment form, it is also possible to deduct

payment directly from your child allowance by submitting the application form. For more

information, please contact Okazaki’s school meals office at the telephone number above.

・People with financial problems who meet certain criteria (minimum income threshold,

etc…) may qualify for the School Expense Subsidy. This program offers support paying for

school materials and waives school meal fees. For more information please inquire directly to

your children’s school.



学校給食費について

○給食費について

・小学校 １食あたり 240 円

・中学校 １食あたり 275 円

・４月分の給食費はかかりません。

※学校給食は、給食提供日の５日前（土日祝含まず）までに学校へ連絡すれば、変更（キャン

セル・発注）することができます。ただし、けがや病気で急に欠席して給食を食べていない場

合でも、５日前までに連絡がなかった分は給食費がかかります。

○請求について

・請求は、口座振替（引落し）で行います。学校から配布される口座振替申出書を記入し、金

融機関で手続きをして学校へ提出してください。

・振替口座を変更したい場合は、学校に連絡して口座振替申出書をもらってください。

・口座振替（引落し）は毎月 15 日前後に行います。詳しい日程は岡崎市のホームページに載

っています。

・口座振替の日までに、その月の給食費が記載された納入通知書がお子様を通して送付されま

す。給食費の引き落としと同時に、学校の教材費や PTA 会費などの学校のお金も引き落とさ

れる場合がありますので、学年通信などを見て、口座へ多めに入金していただくようお願い

いたします。

・就学援助受給中の方は、給食費の口座振替は行いませんが、学校に関するお金の口座振替が

行われる場合があります。

○給食費を払っていない場合

・残高不足などで口座振替ができず未納になった場合、自宅に督促状兼納付書を送付します。

同封の注意事項を読んでから、金融機関・郵便局でお支払いください。（コンビニでの支払い

やインターネット決済は利用できません。）

・納付書をなくした場合や滞納状況の確認は市の給食担当（0564-23-6426）まで電話してくだ

さい。

・納付書での支払いが難しい場合、申出書を提出することで、支給される児童手当から直接お

支払いいただく方法もあります。詳しくは市の給食担当まで電話してください。

・所得の条件などの一定の要件を満たしており経済的にお困りの方は、就学援助を受けること

ができる可能性があります。受給できた際には給食費のお支払いが必要なくなり、教材費の

支援も受けることができる制度です。制度の説明や申請については各学校へ聞いてくださ

い。


