訪問購入とは、「不用品はないか？」な
どと言って突然自宅を訪ねてきた業者が、
貴金属や和服などの商品を強引に安値で買
い取っていく、いわゆる「押し買い」のこ
とです。契約書などを受け取ってから８日
以内であれば、クーリング・オフの対象
（無条件で契約の解除が可能）となり、物
品の受け渡しを拒むことや、売ってしまっ
た物品の返還を求めることができます。
原則全ての物品が対象となりますが、一部
対象外となる物品や取引形態があるので、
判断に困ったときは消費生活相談窓口にご

環境問題啓発用絵画
︵図画︶・ポスター展
作品募集

訪問購入でも
クーリング・オフができます！

コンなどを使用した作品、立
体性のある作品は審査対象
外︶。
●応募作品の著作権、所有権は
市に帰属し、広報紙、ホーム
ページなどに掲載することが
あります。
●入選結果は、
月下旬に本人
へ通知します。
▽応 募 方 法 ９ 月 ６ 日 ㈬ ま で
に、作品の裏面に生活環境課
で配布する応募用紙を貼り、
応募してください。
▽応募・問合せ 生活環境課清
掃・リサイクル係

﹁都市鉱山からつくる!
みんなのメダル
プロジェクト﹂に
参加します

〜消費生活相談情報〜

●秋川体育館…午前９時〜午後
９時︵第１・第３火曜日を除
く︶
●五日市ファインプラザ…午前
９時〜午後９時︵第１・第３
水曜日を除く︶
※必要量が集まり次第、受け付
けを終了する場合があります。
※一度回収した携帯電話などは
返却できません。
▽その他 詳しくは、市ホーム
ページか日本環境衛生センタ
ーのホームページ︵
http://
︶
www.toshi-kouzan.jp
をご確認ください。
▽主催 東京２０２０組織委員
会
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

くらしの 知 恵 袋

相談ください。
○あきる野市消費生活相談窓口 契約に
関するトラブルや悪質商法など、消費
生活に関して困ったときは、一人で悩
まずに気軽にご相談ください。電話で
も相談にお答えします。
● 開設日時…毎週月曜・木曜日
午前９
時〜午後４時（正午〜午後１時を除く）
※予約の必要はありません。
● 場所…市役所１階市民相談室
※月曜・木曜日以外でお急ぎのときは、
東京都消費生活総合センターにご相談
ください。
○東京都消費生活総合センター
● 開設日時…毎週月曜日〜土曜日
午前
９時〜午後５時
● 消費生活相談…☎０３−３２３５−１
１５５
※多重債務相談も受け付けています。

川遊びのシーズンが到来しま
した。川は、水遊びや生き物が
いて楽しいことがたくさんあり
ます。しかし、天候変化による
急な増水、目に見えない急流な
どの危険もたくさんあります。
特にお子様からは、目を離さ
ないようにして、水遊び中は大
人が付き添いましょう。

川遊びには
注意しましょう！！

24,600円（世帯）
15,000円（個人）
15,000円（個人）

15,000円（個人）

歳以上の方の
高額療養費の自己負担
限度額が変わります

▽対象 市立の小学校４年生〜
中学校３年生
▽テーマ
●ごみの分別・リサイクルをし
よう
●食べ残しを減らそう
●私たちのきれいな川を守ろう
▽作品の規格 四つ切︵ セン
メー
メー
センチ ト
︶
チ ト
×
ル
ル
▽賞 最 優 秀 賞 、 優 秀 賞 、 佳
作、参加賞
▽入選作品の展示︵ 月予定︶
市役所１階コミュニティホー
ル
▽その他
●作品は手描きとします︵パソ

２０２０年に東京で開催され
るオリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の入賞メダルに、不
要になった小型家電に含まれる
リサイクル材が活用されること
になりました。あきる野市でも
東京２０２０組織委員会が主催
するこの取組に参加し、携帯電
話などを回収します。
▽期間 ７月 日㈫から
▽回収対象品 携帯電話、ＰＨ
Ｓ︵スマートフォンを含む︶
※データなどは、必ず消去して
ください。
▽回 収 ボ ッ ク ス 設 置 場 所 な ど
︵年末・年始を除く︶
●市役所１階総合案内窓口…平
日午前９時〜午後４時︵午後
０時 分から１時までを除
く︶
●五日市出張所…環境政策課
平日午前８時 分〜午後５時
分
30

11

ます。
▽日時 ８月 日㈫ 午後２時
〜３時 分
ビ
ス
タ
▽場所 Ｂｉ＠Ｓｔａスモール
オフィス︵あきる野ルピア２
階︶
▽講師 發知健太郎︵Ｂｉ＠Ｓ
ｔａ相談員、
中小企業診断士︶
▽定員 ５人︵申込み順︶
▽費用 無料
▽申込み・問合せ あきる野創
業・就労・事業承継支援ステ
ーションＢｉ＠Ｓｔａ［☎５
１８・７７７８︵午前 時〜
午後７時、日曜日、祝日を除
く︶］

15

平成 年８月から、 歳以上
の方︵一定の障がいがあると認
定され、後期高齢者医療制度に
加入している 歳以上の方を含
む︶の自己負担限度額が変わり
ます︵別表︶。非課税世帯︵低
所得Ⅰ・Ⅱ︶の方は変更ありま
せん。
▽問合せ 保険年金課国保係・
後期高齢者医療係

福祉サービス︵放課後等デイ
サービス︶事業で開業をお考え
の方に、制度の仕組みから事業
を開始するまでの一連の流れや
開業後の運営について、解説し

15

70

第４回創業ミニセミナー
福祉サービス事業の
始めかたを学ぼう

57,600円

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

着︶までに、主張内容を原稿
用紙１５００字以内にまとめ、
原稿の初めに題名、学校名、
学年、氏名を記入の上、提出
してください︵作品は未発表、
オリジナルのものに限ります。
また、市内中学校の生徒は、
学校に提出してください︶。
▽発表者決定 発表者︵審査に
より 人以内を決定︶には
月上旬までに通知します。
▽応募・問合せ 生涯学習推進
課生涯学習係︵〒１９７ー０
８１４ 二宮３５０︶

現役並み所得

65

14,000円
57,600円（多数回該当…44,400円）
一般
24,600円
低所得Ⅱ
8,000円
15,000円
低所得Ⅰ
※多数回該当…過去12か月間に世帯で３回以上自己負担額を超えた場合の
４回目以降の額
※一般区分の方は、外来自己負担額の合計に年間上限が設けられました。
８月から翌年７月までの外来の年間自己負担額は144,000円となります。

29

外来
（個人）

24,600円（世帯）

11

外来＋入院（世帯）
80,100円＋（総医療費−267,000円）×１％
（多数回該当…44,400円）
区分

37,200円（世帯）
24,600円（世帯）

高額介護 サ ー ビ ス 費 の 上 限 額 が 変 わ り ま す

介護サービスを利用する方の
負担には、上限額が設定されて
います︵表︶。高額介護サービ
スは、１か月に支払った利用者
負担の合計が上限を超えたとき、
超えた分が払い戻される制度で
す。平成 年８月利用分から、
住民税課税世帯の方の上限が４
万４４００円に変更されます。
ただし、介護サービスを長期
に利用している方に配慮し、
同じ世帯の全ての 歳以上の方
︵サービスを利用していない方
を含む︶の利用者負担割合が１
割の世帯は、３年の間、年間
万６４００円︵３万７２００円
× か月︶の上限が設けられ、
年間を通しての負担額が増えな
いように計算されて払い戻され
ます。
▽問合せ 高齢者支援課介護保
険係︵直通５５８・１９６
９︶

第 回未来を築く青少年
健全育成あきる野市大会
中学生の主張大会発表者募集
月２日㈯ 午後１時
▽日時
から︵予定︶
▽場所 秋川キララホール
▽テーマ 自由課題︵学校、家
庭、地域や友人とのかかわり
の中で、将来の夢や日ごろ考
えていること︶
▽対象 市内在住・在学の中学
生
▽応 募 方 法 ９ 月 日 ㈮ ︵ 必

フリーダイヤル☎0120−558−540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558−7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

防災行政無線放送を
電話で確認できます

44

70
１か月当たりの医療費の自己負担限度額

平成29年8月から
平成29年7月まで

44,400円（世帯）
44,400円（世帯）
17

38

30

表

利用者負担の上限額（月額）
区
分
現役並み所得者（課税所得145万円以上）
に相当する65歳以上の方がいる世帯の方
住民税課税世帯の方
世帯全員が住民税非課税
・老齢福祉年金受給者の方
・前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円以下の方など
生活保護の受給者の方など

10

18

30

29

12

54

10

65

22

別表

12

22

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）７月15日
（３）

