６９８万円

児
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秋の交通安全フェスティ
バル︵福生警察署管内︶

▽日時 ９月 日㈰ 午後２時
〜
▽場所 羽村市生涯学習センタ
ーゆとろぎ︵羽村市緑ヶ丘１
ー ー５︶
▽内容
●第一部…式典︵一日警察署長
委嘱式、交通安全教室︶
●第二部…アトラクション︵福
生交通少年団鼓笛演奏、福生
交通安全協会吹奏楽部演奏、
伊吹吾郎さんによる歌とトー
クショー︶

交通事故死ゼロを目指す日

▽日時 ９月 日㈰
〜
▽場所 五日市会館
▽内容

交通安全のつどい
︵五日市警察署管内︶

▽持ち物 年金手帳、はんこ
▽申込み・問合せ 保険年金課
年金係、五日市出張所市民総
合窓口係︵申し込みのみ︶、
青梅年金事務所︵☎０４２８
・ ・３４１０︶

国民健康保険の
保険証を更新します

●第一部…式典
●第二部…アトラクション︵五
日市交通少年団鼓笛演奏、五
日市交通安全協会女性部寸
劇︶

る歌謡ショー

●第三部…植松しのぶさんによ

福生警察署

交通安全アンバサダー任命式＆
交通安全体操・トークショー

▽日時 ９月 日㈭ 午後２時
〜
▽場所 秋川ふれあいセンター
▽内容
●第一部…交通安全アンバサダ
ー︵大使︶任命式
●第二部…渡辺光美さんによる
交通安全体操・トークショー
▽問合せ 五日市警察署︵☎５
９５・０１１０︶、福生警察
署︵☎５５１・０１１０︶、
地域防災課防災安全係

方は、お問い合わせください。
●持ち物…新しい保険証、国保
の保険証、はんこ、マイナン
バーの分かるもの
▽問合せ

国保係

●保険証について…保険年金課

課徴税係

●保険税の納付について…徴税

▽対象 無作為に選ばれた市
平成 年就業構造
内︵全９調査区︶にお住ま
基本調査を実施します
いの世帯で 歳以上の世帯
員全員の方
※全国約 万世帯︵約１０８
万人︶が調査対象です。
▽調査方法 準備調査として、
９月上旬以降に対象地域に
お住まいの世帯を調査員が
訪問し、﹁調査についての
お知らせ﹂の用紙を配布し
ます。その際、世帯の状況
について聞き取り調査を行
この調査は、５年に一度実施
います。調査対象となった
され、 月１日を期日とし、国
世帯には、実地調査として
民のふだんの就業・不就業の状
再度９月中旬から調査員が
態や正規・非正規雇用の就労実
訪問し、調査票を配付しま
態などを詳細に把握することで、
す。調査票は、調査員によ
雇用政策を始め経済政策などに
る回収かインターネットで
必要な基礎資料を得ることを目
の回答により提出できます。
的に実施します。
▽問合せ 総務課庶務係

方は、月末までに医療機関に
変更後の保険証を提示してく
ださい。国保の保険証で受診
された場合、市から医療費の
返還を請求させていただく場
合があります。また、新しい
保険証がお手元に届いたら国
保の脱退手続きをお願いしま
す。郵送で手続きを希望する

午後１時
９月 日㈯は、交通事故死ゼ
ロを目指す日です。一人一人が
交通ルールを守り、交通事故の
発生を防止しましょう。

●二輪車の交通事故防止

●飲酒運転の根絶

用の徹底

秋の全国交通安全運動 ９月 日㈭〜 日㈯
〜やさしさが 走るこの街 この道路〜
交通安全運動をきっかけに、
住民一人一人が交通安全に関心
を持ち、交通ルールの遵守と正
しい交通マナーを実践するほ
か、地域における道路交通環境
の改善に向けた取組に参加する
など、みんなの力で悲惨な交通
事故を防止していくことを目的
としています。

交通安全運動の重点
●子どもと高齢者の安全な通行
の確保と高齢運転者の交通事
故防止

転車乗用中の交通事故防止

●夕暮れ時と夜間の歩行中、自

チャイルドシートの正しい着

●全ての座席のシートベルトと

は、２００円が上限です。
※食事療養標準負担額を除く
▽申請に必要なもの はんこ、
健康保険証［児童と保護者
︵父母︶のもの］、平成 年
度課税︵非課税︶証明書︵平
成 年１月２日以降、あきる
野市に転入した方のみ︶
※その他要件によっては、必要
になる書類があります。
▽申請・問合せ 子ども政策課
子ども政策係、五日市出張所
市民総合窓口係︵申請のみ︶
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現在お持ちの国民健康保険被
保険者証︵保険証︶の有効期限
は平成 年９月 日までです。
月１ 日 か ら 使 え る 新 し い 保
険 証は、９月中に簡易書留で送
付します。新しい保険証が届き
ましたら記載内容に誤りがない
か必ず確認してください。誤り
がありましたらご連絡ください。
※古い保険証は、市民ポストに
投函せず、各自で破棄するか
市役所、五日市出張所の窓口
に直接お持ちください。
▽保険税の未納がある方 有効
期間が短い﹁短期証﹂を窓口
で発行します。対象の方に
は、通知します。
▽他の健康保険に加入した方
他の健康保険に加入した日か
ら、国保の保険証は使用でき
ません。健康保険が変わった
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避難指示発令
特別警報

10

10

感動をありがとうございました

52

大雨

11

29

10

30

おめでとうございます！

付加保険料とは、月々の保険
料に４００円を加えて納める
と、老齢基礎年金に付加年金が
上乗せされて受け取ることがで
きる制度です。
▽対象 国民年金第１号被保険
者、任意加入被保険者︵保険
料の免除などを受けている
方、国民年金基金に加入され
ている方を除く︶
▽納付方法 申し込みをした月
から付加保険料を納めること
ができます。

受け取る年金額が増やせる
付加保険料制度を
ご利用ください

29

速やかに命を守る行動をしましょ
う
直ちに指定された避難所等安全な
場所へ速やかに避難しましょう
避難所等への避難が難しい場合
は、斜面から離れた部屋や２階な
どの建物の中の少しでも安全な場
所に移動しましょう

東海大学菅生高等学校ベスト４

30

避難所を開設
●マル子…小学校１年生から中
学校３年生までの義務教育就
学年齢の子どもで、父か母
︵どちらか高い方︶の所得が
所得制限額を超えていない方
※生活保護を受給している方、
心身障害者医療費助成︵マル
障︶の医療証︵負担者番号８
０１３７４９０︶か、ひとり
親家庭等医療費助成︵マル
親︶の医療証︵負担者番号８
１１３７４９９︶をお持ちの
方は対象外です。現在受けて
いる制度を引き続きご利用く
ださい。
▽助成内容など
●マル乳…医療機関にかかった
際の保険診療の自己負担分を
全額助成します。
●マル子…入院、調剤、訪問看
護の保険診療︵医療費分︶の
自己負担分を全額助成しま
す。通院︵柔道整復などの施
術を含む︶に係る医療費︵通
院１回当たり︶の自己負担分

29

30

29

大雨情報

指定された避難所等安全な場所へ
速やかに避難しましょう

避難勧告発令
※条件により所得から控除できる金額があります。

●マル乳…小学校就学前の乳幼

回全国高等学校野球選手権大会

10

大雨警報

乳幼児医療費助成制度
︵マル乳︶と義務教育
就学児医療費助成制度
︵マル子︶の申請は
お済みですか
表 義務教育就学児医療費助成制度所得制限額
い医療証を送付しますので、
新たに申請する必要はありま
せん。
※古い医療証は、各自で破棄し
てください。
▽対象

２人

短時間

38万円を加算します

自主避難者
受入れの態勢

６６０万円

警戒情報
１人

土砂災害
６２２万円

記録的
１人増すごとに
３人以上

高齢者や病人、障がいのある方な
ど避難に時間のかかる方は、早め
に避難しましょう
それ以外の方は、非常時に持ち出
すものを用意し、避難の準備を始
めましょう

０人

情報収集態勢

テレビやラジオなどの気象情報に
注意しましょう
夜間に大雨が予想される場合は、
暗くなる前に安全な場所に避難し
ましょう

10

避難準備・
高齢者等
避難開始発令
所得制限額

市民の行動
気象情報

乳幼児医療費助成制度︵マル
乳︶は、所得制限がありませ
ん。マル乳の医療証をお持ちで
ない方は申請してください。
義務教育就学児医療費助成制
度︵マル子︶は、前年の所得を
基に該当の可否を判定します。
現在、所得制限額の超過により
マル子を受けていない方で、平
成 年中の所得が、表の所得制
限額を超えていない方は、申請
してください。
※マル乳とマル子は、毎年 月
から新しい医療証に切り替わ
ります。現在、マル乳とマル
子の医療証をお持ちの方で、
月１日以降も引き続き該当
する方は、９月末までに新し

第

99

扶養人数

市の対応

洪水警報

１面のつづき
避難勧告等の発令
図
28
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