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高齢者在宅福祉サービス
在宅で生活している高齢者を対象に次のようなサービスなどを提供しています。※要申し込み。

配食サービス
調理をするのが困難な人に夕
食を宅配します。訪問時に安
否確認も行います。
対象◆①65歳以上のひとり暮
らし、または高齢者世帯の人
②身体障害者手帳・精神障害
者保健福祉手帳をお持ちの人
利用日◆月～金曜日の内、希
望する日の夕食
※土・日曜日、祝日、年末年
始の宅配はありません。
利用料◆１食につき400円
申し込み先◆
長寿保険課（☎823-9609）

あんしん電話設置
緊急時にボタンを押すと、24時
間いつでも通報センターにつなが
り、ご近所の方の協力による安否
確認や救急車の要請を行います。
対象◆①病弱などのため日常生活
において特に注意を要する65歳
以上のひとり暮らし、または高齢
者世帯の人
②重度身体障害者
利用料◆
住民税非課税世帯…無料
住民税課税世帯……実費負担
申し込み先◆
社会福祉課（☎823-9207）

あんしんホットコール
相談員が定期的に電話をか
け、安否確認や相談を行い、
日ごろの不安を解消します。
対象◆65歳以上のひとり暮
らし、または高齢者世帯の
人
利用回数◆週５回まで（月
～金曜日のうち希望する日）
利用料◆無料
申し込み先◆
　　　　　  社会福祉課
　　　　　  （☎823-9207）
　　　　　  社会福祉協議会
　　　　　  （☎820-0294）

徘徊高齢者
家族支援サービス
認知症により、徘徊
する恐れのある人を
早期に発見する機器
を貸し出します。
対象◆おおむね65歳
以上の徘徊する恐れ
のある高齢者を介護
している家族
利用料◆１カ月525円
申し込み先◆
社会福祉課

（☎823-9207）

社会福祉課　☎823−9207
　　蕭823−9627

訪問理美容サービス
理美容店に行くことが困
難な人の自宅で理美容師
が理髪（カット）を行い
ます。
対象◆①65歳以上のひ
とり暮らし、または高齢
者世帯の人
②身体障害者手帳をお持
ちの人
③要支援・要介護認定者
利用回数◆年４回まで
利用料◆
①②…１回1,000円
③……１回1,500円
申し込み先◆社会福祉課
　　　　（☎823-9207）
　　　　社会福祉協議会
　　　　（☎820-0294）

家事援助サービス
日常生活に手助けが必要な
人の自宅にホームヘルパー
を派遣します。
対象◆65歳以上のひとり暮
らし、または高齢者世帯の人
※ただし、要支援・要介護
認定者は除く。
内容◆調理、衣類の洗濯、
買い物、部屋の掃除、関係
機関との連絡・調整、相談
利用回数◆週２回まで
利用料◆
30分以上１時間未満
　　　　………１回252円
１時間以上１時間30分未満
　　　　………１回320円
申し込み先◆
社会福祉課（☎823-9207）

外出支援サービス
一般の交通機関を利用することが困
難な方に、車イスで乗車できる自動
車を貸し出します。
対象◆①65歳以上で心身の障がい、
または疾病などの理由により一般の
交通機関を利用することが困難な人
②おおむね60歳以上で下肢が不自
由な人
移送先◆①短期入所運営事業実施施
設、医療機関など
②その他（公的機関などへの手続き、
社会参加活動、冠婚葬祭など）
利用料◆移送用自動車に係る燃料費
※運転手が必要です。
申し込み先◆
　社会福祉課（☎823-9207）
　社会福祉協議会（☎820-0294）

寝具の洗濯・乾燥・
消毒サービス
高齢者が使用している寝
具の洗濯・乾燥・消毒を
行います。
対象◆①65歳以上のひと
り暮らし、または高齢者
世帯の人
②要支援・要介護認定者
利用回数◆1年につき2
回、1回につき3枚まで

（うち同種類は２枚まで）
利用料◆掛け・敷きふと
ん300円、毛布50円
申し込み先◆
　　　　社会福祉課
　　　　 （☎823-9207）
　　　　社会福祉協議会
　　　　（☎820-0294）

平成25年度 常設型サロンへの補助制度
　平成25年４月から、高齢者の孤立化の防止や認知症の早期発見、地域での見守り・支援を進めるため、自治会
が運営する常設型サロンの経費の一部を補助しています。
補助対象◆次の要件を満たしている高齢者の居場所を運営
する（既に運営している）自治会
○自治会が主体となって運営しており、自治会区域内の誰

もが自由かつ気軽に利用できるよう設置されているもの
（屋内に限らず行事も含め高齢者の外出の機会を提供でき
るもの。ただし、サークル活動とみなされるものについ
ては対象外。高齢者が自由に参加できるものであれば、
自治会行事（とんど、盆踊りなど）を含むこともできます）

○営利や政治的、宗教的活動を目的としないもの
○月１回程度（年10回以上）の活動
○町内に居住する概ね65歳以上の高齢者５名以上を含めた

利用者が見込まれること
○利用料が無料（飲食費や材料費などの実費負担を除く）

補助対象経費・交付限度額◆
備品等購入経費：常設化に向けた取り組みのために必要な

備品などの購入費50,000円（年額 ※１回限り。）
運営経費：
年間開所10～23日（月１日程度）　 10,000円（年額）
年間開所24～47日（隔週程度）　　 20,000円（年額）
年間開所48～143日（週１～２日程度） 40,000円（年額）
年間開所144日～（週３日以上）　　 70,000円（年額）
※12月末までに新規に事業を開

始する自治会に対しては、１年
間を通じて実施したときの開催
回数を適用するものとします。

申請期限◆平成25年12月末

社会福祉課　☎823−9207　蕭823−9627

住民課　☎ 8 2 3 − 9 2 0 6 　蕭 8 2 3 − 9 6 2 7

休日や夜間の受診を見直しましょう
　夜間などに急に具合が悪くなった場合、急病であれば、夜
間や休日に受診することも当然です。しかし、急病でもない
のに時間外や休日に受診すると医療費も割高になるので注意
が必要です。
　休日や診療時間外の受診は、初診料や再診料とは別に割増
料金が加算されるだけでなく、医師への負担にもなります。
緊急などのやむをえない場合以外はなるべく避けましょう。
かかりつけ医をもちましょう
　自分や家族の病歴や普段の健康状態を把握してくれている

「かかりつけ医」がいると安心です。家族ぐるみで信頼でき

る身近な医師を見つけ、気になることがあれば、まずはかか
りつけ医に相談する習慣をつけましょう。また、あらかじめ
体調不良の場合の対処法などを聞いておき、適切な受診を心
がけましょう。
重複受診はやめましょう
　同じ病気で複数の医療機関を受診したことはありません
か。「重複受診」は初診料や検査料の重複で医療費が増加す
るだけでなく、同じ検査のやり直しや注射・投薬の重複で体
にも負担がかかります。何かあった場合には、まずはかかり
つけ医に相談しましょう。

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社
会保険料控除の対象となります。その年（１月１日～12月31日）
に納付した保険料が対象です。
　この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する
書類の添付が義務付けられています。
　平成25年１月１日から９月30日までの間に国民年金保険料を納
付した人については、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が11月上旬に日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申
告の際には必ずこの証明書（または領収証書）を添付してください。
　また、平成25年10月１日から12月31日までの間に今年はじめ
て国民年金保険料を納付した人については、翌年２月上旬に送付さ
れます。
　なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した本人の
社会保険料控除の申告に加えることができます。家族あてに送られ
た控除証明書を添付して申告してください。
※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」については、控除証

明書のはがきに表示されている電話番号にお問い合わせください。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
年末調整・確定申告まで大切に保管してください 広島南年金事務所　☎253−7710

国民年金保険料専用ダイヤル　☎0570−011−050

　子どもへの虐待が深刻な問題になっています。虐待は特別な家庭の問題ではなく、
どの家庭でも起こりうる問題です。保護者を非難するのではなく、虐待の背景を理解
し、地域のみんなで子育て家庭を支援していくことが大切です。まずは気づくことが、
解決の第一歩です。

虐待かな？と思ったら連絡してください
○西部こども家庭センター　　　082－254－0381
○児童相談所全国共通ダイヤル　0570－064－000
※地域の児童相談所に電話が自動でつながります。PHS や一部の IP 電話からはつな

がりません。また、一部地域ではつながりません。

○子ども
・子どもの緊張度が高い、言動が乱暴
・体重・身長が著しく年齢相応でない
・年齢不相応な性的な興味関心・言動
・不自然な傷やあざがある

○保護者
・子どもが受けた傷や状況と保護者の説

明につじつまが合わない
・子どもの養育に否定的・無関心
・絶え間なく子どもを叱る・罵る

11月は児童虐待防止推進月間
～さしのべた その手がこどもの 命綱～

「医療費適正化にご協力をお願いします」

こども課
☎823−9227
蕭823−9627

毎年11月12日～25日は
「女性に対する暴力を
なくす運動」期間です
　  こども課　☎823−9227
　　　　　　  蕭823−9627
　配偶者などからの暴力、性犯罪、
売買春、セクシャルハラスメント、
ストーカー行為や人身取引など、
女性に対する暴力は、女性の人権
を侵害するものであり、決して許
される行為ではありません。どん
な暴力でも我慢しないで、ご相談
ください。

○西部こども家庭センター
　082－254－0391

年金受給者のみなさまへ
『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう
　老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所
得税の課税対象とされています。（障害年金・遺族年金は
課税されません）
　課税対象となる受給者には、毎年11月上旬に日本年金
機構から扶養親族等申告書が送付されます。提出期限ま
でに必ず提出してください。
　この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所
得税の源泉徴収税額が決まります。もし提出を忘れると
各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くな
る場合がありますのでご注意ください。
※年金以外に収入がある人は確定申告が必要です。

平成26年分「扶養親族等申告書」が送付される人

年齢
65歳未満 年金額が108万円以上
65歳以上 年金額が158万円以上


