介護保険の減免制度について
長寿介護課 介護保険係
（☎ ０１２２）

・世帯の前年収入（遺族年金、障害
年金、失業給付、仕送り等含む。）
の合計が独居で 万円（世帯員１
人増すごとに 万円を加算）以下
であること
・世帯の預貯金の合計が独居で 万
円（２人以上の世帯は 万円）以
下であること
・世帯
 員すべてが日常生活に供する
資産以外に活用する資産を有しな
いこと
・市民税課税者の扶養または援助を
受けていないこと
▼申請に必要なもの
・預貯金等のすべての通帳（平成
年１月１日～現在までの記帳があ
るもの）
・印鑑（認印で可）
・年金収入等の分かるもの
・医療保険証
※詳細は長寿介護課まで
お問合せください。

介護保険サービス利用者負
担 の 軽 減・ 高 額 介 護 サ ー ビ
ス費の支給申請について

た時の利用者負担額が２分の１にな
ります。
ただし、生活保護受給者、世帯員
に市民税未申告者または介護保険料
滞納者がいる場合および生計同一者
が市民税課税者である場合を除きま
す。
▼要件
・世帯
 の前年収入（遺族年金、障害
年金、失業給付、仕送り等含む。）
の合計が独居で 万円（世帯員１
人増すごとに 万円を加算）以下
であること
・世帯の預貯金の合計が独居で 万
円（２人以上の世帯は 万円）以
下であること
・世帯員すべてが日常生活に供する
資産以外に活用する資産を有しな
いこと
・市民
 税課税者の扶養または援助を
受けていないこと
▼申請に必要なもの
・預貯金等のすべての通帳（平成
年１月１日～現在までの記帳があ
るもの）
・印鑑（認印で可）
・年金収入等の分かるもの
・医療保険証

れます。対象者には、毎月の利用実
績に基づいて市役所から申請書をお
送りしますので、記入・押印のうえ
申請してください。
※詳細は長寿介護課までお問合せく
ださい。

国民年金の付加年金を
ご存知ですか

国保医療課 国保年金係
（☎ ０１２３）
刈谷年金事務所 （☎ ２１１０）

定額保険料（月額１万６千 円）
に付加保険料（月額 円）を上乗せ
して納めることで、受給する年金額
を増やすことができます。
▼納めることができる人
・国民年金第１号被保険者
・任意加入被保険者（ 歳以上の人
を除く。）
▼申請に必要なもの
・年金手帳
・印鑑
▼付加年金額
円×付加保険料納付月数
※受給開始から２年間で付加保険料
相当分の年金を受け取ることがで
きます。
○その他
・付加保険料の納付は、申込んだ月
分からです。
・国民年金基金に加入している人や
保険料納付の免除・猶予を受けて
いる人は、付加年金に加入できま
せん。

490

150

50

450

○高額介護サービス費の支給申請に
ついて
同じ月に利用したサービスの利用
者負担の合計額（同じ世帯に複数の
利用者がいる場合には世帯合計額）
が高額になり、一定額を超えたとき
は申請により超えた分が高額介護
サービス費等として、後から支給さ

200

200

28

長寿介護課 介護保険係
（☎ ０１２２）

350

28

（21）
（95）

400

65

65

10

10

テーブルを囲んだ和やかな雰囲気の中で市議会
議員と一緒に自由に話し合ってみませんか。
▶と き 7月29日㈯
午後1時30分から
▶ところ 中央公民館
大会議室
▶内 容 タウンミーティング
▶問合せ 議事課 庶務係
（☎95-0137）

150

50

○介護保険サービス利用者負担の軽
減
次の要件にすべて該当する人は軽
減 の 対 象 に な り、 介 護 保 険 の 在 宅
サ ー ビ ス（ 一 部 を 除 く。） を 利 用 し

7.16

2017.

5

250

（95）

（95）

介護保険料（ 歳以上）の減免
次の要件に該当する人は減免の対
象になります。
▼要件
①災害
 や著しい収入の減少等、特別
な事情で保険料を納める事が困難
な人は、損害の程度や前年の総所
得金額により納付額の 分の か
ら８分の１に相当する額を減免し
ます。
②保険 料 の 第 １・２ 段 階 の 人 で、 次
の条件にすべて該当する人は、納
付額の４分の１に相当する額を減
免します。

議会報告会を開催します

市政トピックス

この調査は、参加者の五感により
水の色やにおい等を評価するもの
で、どなたでも簡単に実施すること
ができます。
平 成 年 度 の 調 査 の 参 加 者（ グ
ループ）を次のとおり募集します。
▼対象 県内在住の人。ただし、子
どもだけでの調査は危険なため、保
護者と一緒に参加してください。
▼調査時期 ６月５日㈪（環境の日）
～９月下旬まで
▼調査内容 身近な水辺（川やため
池、湖、水路、海辺等）で「水のき
れいさ」、「水の量」、「生態系」、「水
辺のようす」について調べ、所定の
調査票で報告してください。
○主催 県環境部 水地盤環境課
▼申込み ９月１日㈮までに環境課
窓口へ。

7.16 6
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水道メーターの取替

市が管理している水道メーター
は、耐用年数の８年を迎えると市
の負担で取替を行っています。
取替時に費用を請求したり、宅
内の水まわりの点検をしたりする
ことは一切ありません。
今年度は、検定満期が平成 年
度中に到来するもの（平成 年４
月～平成 年３月）が取替の対象
です。
※メー
（年・ 
 ターのふたに検定満期
月）が記載されています。

取替対象の人には、市が委託し
た業者が直接訪問し、原則、不在
でもその場で取替えます。
訪問時に取替ができない場合
は、後日行うこともあります。取
替日の調整は、作業員または業者
へ直接ご相談ください。
取替は、来年３月まで市内各所
で随時実施します。メーター周り
に車などの障害物がないようご理
解とご協力をお願いします。
○今年度取替委託業者
【偶数月検針地区】
森島設備管工㈱（☎ ００７９）
【奇数月検針地区】
㈱豊光設備（☎ １１７０）
▼問合せ 水道課 料金係（☎
０１３２）

30

国民健康保険高齢受給者証
が更新されます

・面積が概ね ㎡以上
・道路から眺望できる、または不特
定の人が立ち入って見る事ができ
る等
○生け垣設置事業
・延長 ｍ以上
・接道が ％以上で樹木の高さが
㎝以上等
▼補助金の額
補助対象経費の２分の１以内の額
（それぞれの事業に限度額あり。こ
の事業は県の間接補助事業です。）
※工事にかかる前に、期間に余裕を
もって申請手続きをしてくださ
い。工事着手後の申請は受付でき
ません。
詳細は市ホームページをご覧いた
だくか都市計画課へお問合せくださ
い。

衣浦東部保健所 健康支援課
こころの健康推進グループ
（☎ ９３３７）

アルコール専門相談

29

▼とき ８月 日㈬ 午後２時～４
時まで
▼ところ 衣浦東部保健所（刈谷市
大手町一丁目 番地）
▼内容 アルコール問題で悩んでい
る本人や家族に専門医師と酒害相談
員等が相談をお受けします。なお相
談時間は１組約１時間です。
▼申込み 前日までに電話でお申込
みください。

29

国保医療課 国保年金係
（☎ ０１２３）

あいち森と緑づくり都市緑
化 推 進 事 業（ 優 良 な 緑 化 事
業への補助交付）

昭和 年８月２日～昭和 年７月
１日生まれの国民健康保険加入者は
医療費の自己負担割合を示す高齢受
給者証が更新されます。新しい高齢
受給者証（橙色）は７月下旬に送付
します。
現在の高齢受給者証（白色）は７
月 日で有効期限が切れます。８月
１日以降に医療機関等で診療を受け
るときは、保険証とともに新しい高
齢受給者証を窓口に提示してくださ
い。
期限の切れた高齢受給者証は回収
します。回収に関する詳細について
は、高齢受給者証と一緒に送付する
案内文をご覧ください。
22

都市計画課 公園緑地係
（☎ ０１５７）

環境課 環境保全係（☎ ０１５４）

流域モニタリング一斉調査
参加者募集

100

河川やため池など身近な水環境に
興味を持っていただくため、県内全
域で「流域モニタリング一斉調査」
を実施します。

（81）

（21）

17

あいち森と緑づくり都市緑化推進
事業に基づき、市民や事業者が行う
優良な緑化事業に対し、予算の範囲
内で補助金を交付します。
▼対象要件
○屋上緑化・壁面緑化・空地緑化・
駐車場緑化事業

（81）

23

12

90

（実施例）
空地緑化、駐車場緑化事業

50

50

（95）

（95）

29

（95）

（95）
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市政トピックス
※問合せは知立市役所

TEL 0566−83−1111（代表）
FAX 0566−83−1141
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp

夏休みは、青少年が解放感から有
害環境等に接する機会が多くなりま
す。県では８月 日まで「非行の芽
はやめにつもう みな我が子」をス
ローガンに「青少年の非行・被害防
止 に 取 り 組 む 県 民 運 動（ 夏 期 ）」 を
実施しています。
青少年が心身ともに明るく健やか
に成長することを願って、家庭、学
校、地域社会で健全育成に取り組み
ましょう。
31

▶問合せ

まちづくり課 まちづくり推進係
（☎95-0158）

青 少 年 の 非 行・ 被 害 防 止 に
取り組む県民運動（夏期）

28

人権を理解する作品コン
クール入賞作品展

21

生涯学習スポーツ課 生涯学習係
（☎ １１６５）

28

協働推進課 協働人権係
（☎ ０１４４）

夏休み期間中（7月21日㈮～8月31日㈭）、中
学生は無料でミニバスを利用できます。
※降 車時にバスの運転手へ生徒手帳を提示してく
ださい。

平成 年度「人権を理解する作品
コンクール」で入賞された市内の
小・中学生のポスター、書道、標語
の作品を展示します。
作品から子ども達が持っている他
人を思いやる心、優しい気持ちが伝
わってきます。親子そろってご覧い
ただき、人権について考える機会に
してください。
▼とき ７月 日㈮午前９時～ 日
㈮午後４時まで
▼ところ 中央公民館 １階ホール

夏休み期間中
中学生 ミニバス無料

（95）

（83）

【推薦】斎藤和子さんの作品
「新緑輝く庭園で」

第61回
史跡八橋かきつばたを写す会
入賞者決定
県の花、市の花である「かきつばた」を広く紹介し、観光宣伝に使
用することを目的に開催された「史跡八橋かきつばたを写す会」の入
賞者が決定しました。
今年度は349点の応募作品の中から厳正なる審査の結果、「推薦」の
斎藤和子さんを始め、次の皆さんが入賞されました。
なお、入賞作品は7月1日㈯～16日㈰まで、中央公民館1階ホールで
展示しますので、ぜひご覧ください。
▶問合せ 観光協会事務局（経済課内 ☎83－1111 内線211・212）

□入賞者一覧（敬称略）
賞

氏名（住所）

推

薦 斎藤和子（安城市）

特

選 岡田泰之（刈谷市）
福島宏治（豊田市）

準特選
入

7

賞

氏名（住所）
川口洋（岡崎市）

水谷清（豊橋市）

斉田彰三（小牧市）

宮島元子（岡崎市）

中村正夫（名古屋市）

岡田廣子（知立市）

鈴木勝則（碧南市）

丹羽祥方（名古屋市）

榎本清司（鈴鹿市）

入

選 伊藤忠興（名古屋市） 星子秀一郎（半田市）

戸軽邦明（知立市）

鈴木伸隆（蒲郡市）

大矢章司（桑名市）

選 工藤光仁（刈谷市）

道家敏正（小牧市）

田井中道夫（刈谷市） 加藤公清（知立市）

青木純二（武豊町）

小伊豆忠（知立市）

螺澤鎭雄（知立市）

2017.

7.16

清水幸男（豊川市）
佐藤信夫（知立市）

市政トピックス

▶問合せ

子ども課

この事業は、厚生労働省から補助
を受けて実施しており、先の大戦で
父等を亡くした戦没者の遺児を対象
として、父等の戦没した旧戦域を訪
れ、慰霊追悼を行うとともに、同地
域の住民と友好親善をはかることを
目的としています。
▼実施地域
①旧満州 ②旧ソ連 ③モンゴル
④西部ニューギニア ⑤マリアナ諸
島 ⑥東部ニューギニア（１次）
⑦トラック・パラオ諸島 ⑧北ボル
ネ オ・ マ レ ー 半 島 ⑨ フ ィ リ ピ ン
（１次） ⑩ソロモン諸島 ⑪ミャ
ン マ ー（ １ 次 ） ⑫ 台 湾・ バ シ ー 海
峡 ⑬東部ニューギニア（２次）
⑭ ミ ャ ン マ ー（ ２ 次 ） ⑮ フ ィ リ ピ
ン（２次） ⑯中国
【特定地域】①西部ニューギニア
②ビスマーク諸島 ③マーシャル・
ギルバート諸島
▼参加費
万円
※以前に参加された人は応募できな
い場合があります。詳しくは、一
般財団法人 日本遺族会事務局へ
お問合せください。
▼申込み 県遺族連合会（☎０５２
６５０４）へ。
（231）

10

17

10
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スキルアップ講座（在職者
対象訓練）受講者募集

県立岡崎高等技術専門校 在職者
訓練担当（☎０５６４ ０７７５）

（51）

在職者を対象とするスキルアップ
講座の受講者を募集しています。
○コース名 ティグ（ＴＩＧ）溶接
▼とき ９月９日㈯・ 日㈰ 午前
９時～午後４時 分まで（２日目は
午後３時 分まで）
▼ところ 県立岡崎高等技術専門校
▼内容 ティグ（ＴＩＧ）溶接機の
取扱いおよびステンレス鋼（薄板）
の溶接作業を習得する。
▼対象者 ティグ（ＴＩＧ）溶接に
よるステンレス鋼（薄板）の溶接方
法を習得したい人
▼募集人数
人
▼受講料 ２千 円（別途テキスト
代１千 円［税込］必要）
▼持ち物 筆記用具、作業服（長袖）、
帽子、安全靴
▼申込み 往復ハガキまたはＥメー
ルでコース名、郵便番号、住所、氏
名、生年月日、職業、電話番号を８
月 日㈭（必着）までに県立岡崎高
等技術専門校（〒 ―０８０２ 岡
崎市美合町平端 番地 Ｅメール
） 
okazaki-senmonko@pref.aichi.lg.jp
へお送りください。
※申込
 み多数の場合は抽選で決定し、 
結果を通知します。

444

40

944

30

11

300

24

児童家庭係（☎95-0120）

この手続きは、８月分以降の手当
「ひとり親家庭の手当」の
戦没者遺児による慰霊友好
を受給するために必要な手続きです。 
親善事業の参加者募集
更新手続
（現況届）
を忘れずに
手続きをしないと、８月分以降の手
当が受けられなくなりますので、必
子ども課 児童家庭係
一般財団法人 日本遺族会事務局
ず期限内に手続きをしてください。
（☎ ０１２０）
（☎０３―３２６１―５５２１）
手続きのご案内は、７月下旬に送
児童扶養手当、愛知県遺児手当、
付しますので、ご確認ください。
知立市遺児手当を受給している人は、 
８月１日〜 日までに手当の受給資
格を更新する手続きが必要です。
更新の手続きには、自宅の電気、
ガス、
水道料の領収書または検針票、
電話料金の領収書等も必要ですので
あらかじめご準備ください。
児童センターは、
18歳未満の子どもたちが利用できる施設です。

（95）

平成28年度まで児童クラブ室として使用していた部屋を勉
強スペースにリニューアルしました。
いつもと違う環境で勉強してみませんか。新しくなった花山
児童センターに、ぜひお越しください。
▶花山児童センター開館時間
月～土曜日（祝日を除く。）の午前10時～午後6時まで

31

花山児童センターに
勉強スペースができました！

