児童手当現況届の提出を忘れずに
後期高齢者医療制度の被保険者を対
象とした１日ドック助成事業を実施し
ています︒
▼助成対象者
・本市に住所を有している後期高齢者
医療制度の被保険者
・後期高齢者医療保険料の滞納がない
こと
・当該年度に他の１日ドック助成を受
けていないこと
・当該年度に法の規定に基づく特定健
診及び和歌山県後期高齢者医療広域
連合が実施する健康診査を受診して
いないこと
▼助成額
一人につき２５︐０００円を限度と
し助成します︒
※１日ドックの検査費用との差額につい
ては︑受診者の自己負担となります︒
※市立病院で受診する場合の自己負担
額は７︐ ４００円︑桜ヶ丘病院で
受診する場合の自己負担額は ６︐
３７０円となります︒
▼受診申込
被保険者証・印鑑を持参のうえ︑健
康課窓口にてお申込ください︒
問 健康課︵内線２５７︶

後期高齢者医療制度１日ドック助成

２人

698 万円

３人

736 万円

年経済センサス 基
‒礎調査
及び平成 年商業統計調査

最近︑自転車
通行の交通ルー
ル・マナーが社
会問題になって
います︒
ルールを守っ
て︑安全な自転
車運転を心がけ
ましょう︒
自転車安全利用ルール
◯車道左側通行が原則です︒例外的に
歩道を通行する時は︑車道寄りを徐
行しましょう︒
◯飲酒運転・二人乗り・並行は禁止で
す︒
◯夜間はライトを点灯しましょう︒
◯信号は必ず守り︑交差点での一時停
止・安全確認を徹底しましょう︒
◯子どもはヘルメットを着用しましょ
う︒
防災安全課︵内線２１８︶
問

平成

で６月の支給︵４月分・５月分︶から
改定されます︒基礎年金額の改定は次
のとおりです︒
◎老齢基礎年金︵満額支給の場合︶︑
遺族基礎年金︑障害基礎年金２級
平成 年４月〜
７７２︐８００円
︵３月まで７７８︐５００円︶
◎障害基礎年金１級
平成 年４月〜
９６６︐０００円
︵３月まで９７３︐１００円︶
年金を受給されている方が
死亡されたとき
未支給年金の請求について
年金は死亡した月分まで支払われま
す︒死亡した方に支払われるべき年金
があるとき︑生計を同じくしていた遺
族の方に支払われるようになります︒
添付書類等
①年金証書
※亡失の場合添付できない理由書
②死亡の事実を明らかにできる書類
請求者の住民票・戸籍謄本︵抄本︶
③その他認め印・請求者の預金通帳
④世帯が別の時は生計同一証明
問 和歌山西年金事務所
℡０７３︱４４７︱１６６０
健康課︵内線５１６︶
26

年金額が改定されます
公的年金の年金額は︑平成 年度
は︑前年度より０．７％引き下げとな
ります︒
４月から新しい年金額となりますの

平成 年度は次のとおり予防接種を
実施しています︒
■対象者
・第１期︵３回接種︶で満３歳以上７
歳６カ月までの方

日本脳炎予防接種

コンポスト︵生ごみ処理容器︶
貸与制度

問

平成 年度の労働保険料の申告・納付
手続きは︑６月２日︵月︶〜７月 日
︵木︶までの間で行ってください
労働保険とは︑労災保険と雇用保険
を総称したもので︑労働者が安心して
働くための保険です︒
労働保険の保険料は︑年度当初に概
算で申告・納付し︑翌年度の当初に確
定申告のうえ︑精算することとなって
います︒労働保険料は︑最寄りの銀行
等金融機関での納付をお願いします︒
和歌山労働局総務部
℡０７３│４８８│１１０２

労働保険料申告・納付手続

問

これから雨の多い時期となり︑ダム
から放流する機会が増えます︒あらか
じめサイレンまたは警報車にてお知ら
せしますので︑河川内におられる方
や︑置いている物件は︑早めに安全な
場所への避難や︑移動をされますよう
お願いします︒
二川ダム管理事務所
℡ ︱０２５１

二川ダムからのお知らせ

問

放送でお知らせします︒また︑テレ
ビやラジオでも放送されます︒
注意報等が発令された場合／①屋外で
の特に過激な運動はできるだけ避け
る︒②車の使用はできるだけ控え
る︒③目やのどに刺激を感じたら︑
水道水などで洗眼・うがいをし︑安
静にする
生活環境課︵内線２２９︶

国民年金についてのお知らせ

現 在 手 当 を 受 給 している 方 は ︑毎 年
６月に
﹃ 現況届 ﹄を提出する必要があり
ます ︒これは︑養 育の状 況 な ど ︑手 当 を
引き続き受けられる資格があるかどう
かを確認するための大切な手続きです
ので︑
忘れずに行ってください︒
※提出がなければ︑６月分以降の手当
が受けられなくなります︒
児童手当額
中学卒業までの児
童を養育している方
に上記の児童手当を
支給しています︒
※第３子以降とは高
校卒業まで︵ 歳の
誕生日後の最初の３
月 日まで︶の養育
している児童のう
ち︑３番目以降をい
います
所得制限限度額
所得制限限度額以
上の方については︑
児童１人あたりの
支給額が月額５︐
０００円となりま
す︒
※１名増加するごと
に限度額に 万円加
算
※扶養者に老人扶養
の人数を含む場合
は︑１名につき６万
円加算
福祉課︵内線２８５︶
660 万円

自転車も安全運転！

問

15,000 円

１人

お知らせ

福祉課︵内線２８５︶

一人あたりの月額

３歳未満

ふれあい保育開催中
市内の各保育所を開放して︑ふれあい
保育︑育児相談などを行っています︒
就学前のお子さんのいる保護者の皆
さん︑保育所で遊んだりお話したりし
て︑楽しい時間を過ごし︑リフレッ
シュしましょう！
各保 育所で毎月１回︑午前 時〜
時まで行っていますので︑参加希望の方
は各保育所までお越しください︒
※午前９時半時点で警報︵波浪警報は
除く︶が出ている場合︑ふれあい保
育は中止とします︒

問

・第２期︵１回接種︶で９歳以上 歳
未満の方
・平成７年４月２日〜平成 年４月１
日 生 で ︑ 第 １期 ・ ２期 の 接 種 が 終
わってない方
■接種費用／無料
■実施先／市内医療機関
︵事前に予約してください︶
保健センター ℡ ︱３２２３

児童の年齢

622 万円

広報ありだ 2014.6 ⑥
あいさつは 気持ちをつなぐ 第一歩

10,000 円

所得額

０人

中学生

10

有田市全国大会等出場奨励金制度

問

古江見保育所 83-3298 第２水曜日

有田市教育委員会では︑各種スポー
ツの国際大会や全国大会等に出場する
市内在住の高校生以下の児童または生
徒の皆さんを激励し︑本市のスポーツ
の振興を図ることを目的として奨励金
を交付しています︒
全国大会等への出場決定︵出場申込
が完了︶次第︑すぐに関係書類を添え
て有田市全国大会等出場奨励金交付申
請書を提出してください︒
申請書は︑市ホームページ﹁申請書ダ
ウンロード﹂からダウンロードできます︒
生涯学習課︵内線５１１︶
問

家庭用コンポスト︵生ごみ処理容
器︶を利用して︑家庭からでる生ごみ
の減量とたい
肥としての再
資源化を図る
ため今年度も
無償で貸与し
ます︒
申込は︑６月 日︵火︶より生活環
境課窓口で受付します︒また︑１年間
貸与条件を履行した方に譲与します︒
対象者／①市内在住の方②２ｍ 四方の
土壌の土地をお持ちの方③市税を滞
納していない方
貸与期間／１年間
数量／ 個 ※１世帯につき１個
貸与条件／①コンポストを活用し︑生
ごみの減量に積極的に取り組む︒②
市が実施する利用状況等のアンケー
トを提出︒
注意事項／①勝手に処分しない︒②貸
与中に生じる必要経費は︑貸与を受
けた方が負担する︒
※生ごみ処理機の貸し出しも引き続き
実施していますので︑是非ご利用く
ださい︒貸与期間は４ヶ月です︒
生活環境課︵内線２２９︶
問

光化学オキシダント︵スモッグ︶
特別監視実施中
︻期間／５月７日︵水︶〜 月３日︵金︶︼
この期間は︑光化学オキシダント
︵スモッグ︶が特に発生しやすいた
め︑監視体制を強化します︒
周知方法／注意報等が発令されると︑

10

育てよう やさしさつよさ おもいやり

26

18

38

３歳以上
10,000 円
小学生未満（第３子以降は 15,000 円）

扶養親族の数

７月１日を基準日として︑﹁経済セ
ンサス│基礎調査及び商業統計調査﹂
が実施されます︒これはすべての産業
分野における国の基本的な調査で︑私
たちの暮らしや地域︑そして日本のこ
れからのために役立てられます︒
対象となった事業所・企業には６月
下旬から調査員が伺いますので︑調査
へのご協力をお願いします︒
経営企画課︵内線３２２︶
問

23

宮 原 保 育 所 88-7295 第１木曜日

26

26

26

11月 クッキング 楽しいな

有田市選挙管理委員会︵内線２４５︶

10

保 田 保 育 所 82-3969 第２木曜日

有田市農業委員会委員
一般選挙立候補予定者説明会

問

10

平成25年度 人権啓発標語 入選作品 小学生の部
⑦ 広報ありだ 2014.6

20

31

26

９月 ままごと トントン

実施日
所
場
６月 ともだち みぃつけた

11

そとはま保育所 82-2865 第１金曜日
３月 ともだち いっぱい

13

実施日・場所
７月 ６日︵日︶に有田市 農 業 委 員 会
委員一般選挙の執行が予定されており︑
立候 補予 定 者 説明 会 を開 催しますの
で︑関係者の方々はお集まりください︒
※会議室の関係上︑一陣営につき２名
までとさせていただきます︒
日時／６月 日︵木︶ 午後１時 分〜
場所／市役所３階会議室
30

26

２月 ぐるぐる お絵かき

糸 我 保 育 所 88-7100 第２火曜日
１月 お正月あそび

19

10月 げんきに ヨーイドン！

82

12月 メリー クリスマス

箕 島 保 育 所 82-3075 第２火曜日
７月 みんなで 砂あそび

宮崎町保育所 82-2869 第１水曜日
８月 水あそび だ〜いすき

19

有田市の人口世帯数

人口 30,459 人（前月比− 46 人）
男 14,472 人 女 15,987 人 世帯数 11,914 戸
（平成 26 年 5 月 1 日現在）

情報ありだ

内容

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

