情報ありだ

お知らせ
有田市議会議員一般選挙
告示／８月 日︵日︶
投票日／９月６日︵日︶
投票時間／午前７時〜午後６時
※開票は︑６日午後８
時から箕島中学校体
育館で行われます︒
投票できる方

身体障害者のみなさん

身体に重度の障害のある方︵身体障
害者手帳等を交付されている方で︑一定
の要件に該当する方︶は︑郵便等による
不在者投票をすることができます︒
その際︑﹁郵便等投票証明書﹂が必
要です︒対象者でまだお持ちでない方
は︑市選挙管理委員会に備えている
﹁郵便等投票証明書交付申請書﹂に対
象者自身が署名し︑身体障害者手帳等
を提示して早い機会に申請してくださ
い︒投票用紙・封筒の交付請求は投票
日の４日前までです︒
詳しくはお問合せください︒
選挙管理委員会︵内線２４７︶
問

﹃おくりもの﹄という言葉が入った名
称を応募していただいた 名の方々は
市ホームページに掲載しています︒
たくさんのご応募ありがとうござい
ました︒なお︑秋頃より販売する予定
です︒
経営企画課︵内線３２２︶
問

臨時福祉給付金
臨時福祉給付金は︑平成 年４月の
消費税率引上げによる影響を緩和する
ため︑所 得 が 低い方 々に対して︑暫 定
的・臨時的な措置として実 施するもの
です︒本年度も臨時福祉給付金が支給
されます︒
給付対象者／平成 年度分の市民税が
課税されない方︒
※ただし︑ご自身を扶養している方が
課税されている場合や生活保護制度
の被保護者となっている場合などは
対象外です︒
給付額／対象者ひとりにつき６千円
※給付金の申請方法等は 月頃お知ら
せする予定です︒
※給付を装った﹁振り込め詐欺﹂や﹁個
人情報の詐取﹂にご注意ください︒
市や厚生労働省などがＡＴＭの操作
をお願いすることはありません︒
福祉課 内(線２８９︶
問

児童扶養手当・特別児童扶養手当
届出は忘れずに

続きをしてください︒
手続きが遅れますと８月以降の手当
が受けられなくなりますのでご注意く
ださい︒
問 児童扶養手当
福祉課子ども係︵内線３９４︶
特別児童扶養手当
福祉課福祉係︵内線２８４︶

訪問看護療養費等が助成対象に
重度心身障害児者医療費︑乳幼児医
療費︑ひとり親家庭医療費︑子ども医
療費の受給者証をお持ちの方につい
て︑今まで自己負担助成の対象外で
あった﹁訪問看護療養費﹂及び﹁家族
訪問看護療養費﹂が新たに助成対象と
して追加されます︒
助成開始／８月診察分
問 重度心身障害児者医療費
福祉課福祉係︵内線３６４︶
その他医療費
福祉課子ども係︵内線３９４︶

がん検診無料受診券を送付します
有田市が実施するがん検診の無料受
診券を８月下旬に︑今年度対象となる
方︵男性 歳以上︑女性 歳以上︶に
送付します︒がん検診を受診される場
合︑忘れずにお持ちください︒
なお︑受診券がお手元に届く前でも
がん検診を無料で受診できます︒各検
診︑年度内で１回の受診となっていま
すので︑複数回受診されないようご注
意ください︒
問 保健センター ℡
３２２３

をお願いすることは一切ありません︒

求することは一切ありません︒
● 日本年金機構がお客様にＡＴＭの操作
●電話やメールでお客様の個人情報
︵家族構成など︶を確認することは
ありません︒
ご不審な点があれば︑ご遠慮なく専
用電話窓口︵フリーダイヤル︶まで︒
０１２０ ８１８２１１
受付時間／午前８時 分〜午後９時
※ 月末まで設置の予定です︒
平成

年度鳥獣害防護柵
設置支援事業
イノシシなどによる農作物の被害を
低減し︑農業振興を図ることを目的とし
て︑田畑への防護柵設置に要する資材費
の一部に対して補助を行う予定です︒
平成 年度において︑農家２戸以上の
共同で防護柵の設置をお考えの方は︑補
助対象になる可能性 がありますので８
月 日︵月︶までにお問合せください︒
有田みかん課︵内線２６７︶
問

園芸施設共済について

ほ

てん

自然災害などでビ
ニールハウス・ガラス
室等の施設が被害を受
けた時︑損害を補填
し︑農家の経営をバッ
クアップします︒農家
の皆さんの負担を軽くするため︑掛金
の半分を国が負担しています︒加入を
お考えの方はお問合せください︒
問 和歌山中部農業共済組合
℡
５１２１
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「大丈夫？」 その一言で 救われる

有田市ボトルウォーターの名称は
﹁有田日和 ︵ありだびより︶﹂に決定

ボトルウォーター

か

児童扶養手当や特別児童扶養手当を
受給している方は︑毎年８月中に現況
届を提出していただくことになってい
ます︒印鑑と証書をご持参のうえ︑手

預貯金などの勘案

支払われますが︑在宅で生活される方
との公平性を図るため︑８月より次の
要件が新たに追加されます︒本市から
の申請のお知らせが届いている方で預
貯金など各要件に適合する見込みの方
は︑８月中に申請してください︒
※負担限度額認定申請時には︑預貯金
等の金額が確認できる通帳の写しな
どが必要になります︒
追加要件
預貯金や信託︑有価証券などが単身
で１千万円︑夫婦で２千万円を超え
る場合は︑対象となりません︒
配偶者の所得の勘案

世帯分離しているなどで住民票上︑
異なる世帯であっても︑配偶者の所
得を含めて判定します︒
高齢介護課︵内線２９９︶
問

﹁年金情報流出﹂を口実にした
犯罪にご注意ください！

40

有田市の良質な水道水のＰＲ及 び災
害備蓄用として活用する有田市ボトル
ウォ ー タ ー と
炭 酸 水 ︒そ の
名称を募集
し た ところ︑
全国 各 地 より
８２７件もの応募をいただきました︒そ
の中から厳正なる審査をし︑次の名称に
決定しました︒

はる

﹃〜みかんの里のおくりもの〜
有田日和﹄
炭酸水

はやし

﹃〜みかんの里のおくりもの〜
有田日和 しゅわっ﹄
採用者は﹃有田日和﹄を応募していた
だいた林 遥香さん︵有田川町︶に決
定しました︒なお︑﹃みかんの里﹄と

高齢介護課︵内線２９９︶

日本年金機構において︑職員の端末
に対する外部からのウイルスメールに
よる不正アクセスにより︑保有してい
る個人情報の一部が外部に流出したこ
とが判明しました︒該当するお客様に
は︑基礎年金番号を変更させていただ
き︑万全の対処を期す方針です︒
この年金情報流出事案に関して次の
ようなことはありません
●日本年金機構や年金事務所からお客
様に電話やメールをするようなこと
はありません︒基礎年金番号の変更
に関するご連絡は︑該当者様に後
日︑文書をお送りします︒
●日本年金機構からお客様にお金を要

20

82

30
−

高額介護サービス費の
上限額が変わります
同じ月に利用した介護保険サービス
の利用者負 担を合算し︑上限 額を超え
た分は︑申請により後から支給します︒
医療保険制度における現役並み所得者
に相当する方は︑高額介護サービス費
の自己負担の限度額が １ヵ月当たり
３７︐２００円から４４︐４００円に
引き上げられます︒その他の限度額に
変更はありません︒

問

特定入所者介護︵予防︶サービス費
の適用要件が変わります
介護保険施設などの入所に係る費用
のうち居住費と食費は︑所得の低い方
に対して自己負担の上限額が設けられ
ています︒これを超えた分は︑申請に
より︑﹁特定入所者介護︵予防︶サー
ビス費﹂として介護保険から施設等に

28

28

10

31

27

25

26

10

住所要件／平成 年５月 日以前から
引き続き有田市に居住︵住民登録︶
されている方︒
年齢要件／平成７年９月７日以前に生
まれた方︒

※すべて無料。
※事前に電話にてご予約ください。
※ナイト健診では胃がん検診は実施しており
ません。

!!

※現役並み所得者とは、同一世帯に市民税課税所得１４５万円以上
の第１号被保険者（65 歳以上）がいる方。ただし、同一世帯内の
65 歳以上の方の収入合計が５２０万円未満（単身は３８３万円未
満）の場合は、申請により３７，
２００円が負担上限額になります。

期日前投票

９月24日（木）

特定健診

15,000円
生活保護の受給者

15,000円
（個人）
・合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者

投票日の当日︑仕事や旅行︑用務な
どで投票できない方は︑期日前投票を
することができます︒
日時／８月 日︵月︶〜９月５日︵土︶
午前８時 分〜午後８時
場所／市役所３階会議室
※期日前投票をされる方は︑入場券を
もって投票してください︵入場券が
未着又は紛失の場合でも︑選挙権が
あれば投票できます︶︒

午後６時〜７時
保健センター
（ナイト健診）
10月６日（火）

対象者／ 〜 歳の国保加入者
※受診券が必要です︒
内容／問診・診察・身体測定・血圧測
定・尿検査・心電図・血液検査

24,600円

不在者投票

９月14日（月）

がん検診

37,200円
市町村民税非課税世帯

次の場合は︑不在者投票をすること
ができます︒
・指定病院・指定老人ホーム等に入
院︑入所中の方︒
・他市町村に滞在中の方︒
・投票の当日には 歳を迎えるが︑投
票を行おうとする日においては︑ま
だ 歳である方︒

午前８時〜９時

対象者／満 歳以上の有田市民
検診種別／胃がん・大腸がん・胸部・
乳がん・肝炎ウイルス
申・ 問 健康課︵内線３４３︶
保健センター℡
３２２３

一般世帯（市町村民税課税世帯）

お知らせ

９月27日（日） 保健センター

集団健診
９月２日（水）
74

あたたかい 心は人を 救うもの
平成26年度 人権啓発標語 入選作品 中学生の部
⑦ 広報ありだ 2015.8

44,400円

20

午前８時〜９時

−
63

−

現役並み所得者に相当する方がい
る世帯（新設）

29

30

日曜日や夜間の健診もあります。
82

−

限度額（月額）

27

30

31

９月15日（火） 保健センター
40

申込締切日

40

利用者負担段階区分

19

受付時間
場所
実施日

82-3168
88-5524
88-5500
82-1093
保田公民館…………
宮原公民館…………
糸我公民館…………
中央地区公民館……
82-3220
82-4159
82-5957
82-2276
83-3955
有田市図書館………
初島公民館…………
港町公民館…………
箕島公民館…………
宮崎公民館…………
83-1111
83-0119
82-2151
83-2141
82-3221
有田市役所…………
有田市消防本部……
有田市立病院………
有田市水道事務所…
有田市文化福祉センター …

市庁舎関係
連絡先

