平成 26年（2014年）9月 1日

せたがやコール ☎5432−3333
午前8時〜午後9時

65歳以上の方(第1号被保険者)の
26年度介護保険料を減額します
対 65歳以上で次の
「減額の基準」
を

全て満たす方
減額の基準／①介護保険料段階が
第1段階
（生活保護または中国残留
邦人等生活支援給付を受けている
方は除く）
〜第4段階②現在、
生活保
護を受けていない③介護老人福祉
施設
（特別養護老人ホーム）
等に入
所していない ④自宅以外に不動産
を所有していない ⑤所得税及び住
民税を納めている人の扶養を受け
ていない、また生計が同一でない⑥
健康保険
（医療保険）
の被扶養者と
なっていない
（国民健康保険、
後期
高齢者医療制度、任意継続健康保
険加入者は可）⑦世帯の年間収入
金額が150万円以下
（2人以上の時
は1人あたり年間50万円を加えた
金額）
⑧世帯の預貯金、
有価証券等
の合計額が350万円以下
（2人以上
の時は1人あたり100万円を加えた
金額）
⑨保険料に未納がない ※同
一住所、
同一敷地内の方、
公共料金
等を負担しあっている方は同一世
帯とみなす。
申請に必要なもの／①26年6月以
降に届いた介護保険料の決定通知
書②健康保険証③世帯全員分の収
入が分かるもの
（年金支払通知、
給
与明細等）
④各種手当
（障害者手当、
難病手当等）
の通知⑤世帯全員分の
預貯金通帳、
有価証券
（または保有
状況が確認できる書類）
⑥公共料金
領収書または通知書
（電気、ガス、
水
道各1枚ずつ）
⑦印鑑 ※上記書類
は写しをとらせていただきます。
減額の内容／第1段階・第2段階
（年
額3万600円）
を年額2万7540円、
第
3段 階
（年 額3万9800円）
・第4段 階
（年額4万5900円）
を年額3万600円
にそれぞれ減額します。
申請受付期間・場所／9月1〜30日
午前8時30分〜午後5時
（土・日曜、
祝日を除く）介護保険課
備 本人が窓口に来られない場合
は、
電話でご相談下さい。
その場合
は、
申請受付期間後も27年3月中旬
まで受け付けます。
問 介護保険課
☎5432−2643 5432−3042

27年4月区内認可保育園の
入園申し込みが始まります
対 保護者が仕事や病気、
就学、
求職

ま ち
づくり

区のホームページ http://www.city.setagaya.lg.jp/

=27年2月10日
（私立41園の0歳 児
クラス各1人分と、
第1次選考終了後
に内定辞退等で欠員が生じた分に
ついて第2次選考を実施）
備 締切日までに、
申込書と必要な書
類
（保育できない状況がわかる書類
等）
がそろわない場合は、
入園選考
の対象となりませんのでご注意下
さい。入園のご相談等詳しくは、お
問い合わせ下さい。
申 お住まいの地域を担当する総合
支所生活支援課子ども家庭支援セ
ンター
（世田谷☎5432−2915 54
32−3034、北 沢 ☎3323−9906
3323−9925、
玉川☎3702−1189
3702−1520、砧 ☎3482−1344
5490−1139、
烏山☎3326−6155
3326−6169）
へ持参 ※郵送・ファ
クシミリによる申し込みはできま
せん。 土・日曜の受け付け／11月
1・2日午 前10時〜午後4時 ※車
での来庁はご遠慮下さい。

27年度区立幼稚園新入園児
（4歳児・2年保育）
募集
対 区内在住
（居住予定者も含む）

い合わせ下さい。詳しくは、区の
ホームページをご覧下さい。
問 子ども育成推進課
☎5432−2066 5432−3050

心身障害者医療費助成制度の
が9月1日に更新され
「 障 受給者証」

不登校 保護者のつどい
不登校のお子さんをもつ保護者
が、
互いの不安や悩みを話し合い、
情報交換を行う場です。
開催日
時間・会場
9月9日㈫★
9月17日㈬
午前10時〜午後1時・
10月1日㈬
教育センター
10月14日㈫★
11月5日㈬
午後7時〜9時・三茶
11月19日㈬
しゃれなあどホール
午前10時〜午後1時・
12月2日㈫☆
教育センター
午前10時〜午後1時・
12月17日㈬
成城ホール
27年1月13日㈫ 午前10時〜午後1時・
教育センター
1月21日㈬☆
午前10時〜午後1時・
2月3日㈫
北沢タウンホール
午前10時〜午後1時・
2月18日㈬
教育センター
備 いずれも当日直接会場へ。カウ

ンセラーが全体のコーディネート
役として参加します。★=民間フ
リースクール代表参加予定。☆=
ほっとスクールスタッフ等による
進路情報の提供あり。
問 教育相談・特別支援教育課
☎5432−2746 5432−3041

で22年4月2日〜23年4月1日生ま
れの幼児 募集人数／各園68人
備 申し込みは1人1園のみ。9月25
日㈭午後2時から抽選を実施。 申
込書配布期間／9月1〜18日午後
2時〜4時に各園で配布（土・日曜、
祝日を除く。区のホームページか
らもダウンロード可）
潜在看護師就労支援講座
申 9月16〜18日午後2時〜4時に、 「訪問看護に必要なくすりの話」
対 看護師資格をお持ちで、
離職中
申込書を入園希望の園へ持参
（郵
の方や興味・関心のある方
送不可）
日 10月4日㈯午後2時〜4時 場 生
園名
所在地
☎・
塚戸 千歳台6−7−2 3309−5575
活工房セミナールーム
（キャロット
三島 深沢5−11−5 3703−0213
（医師）
タワー5階） 講 松村真司
給田 給田4−7−11 3308−2790
備 当日直接会場へ。先着40人。保
中町 中町4−38−21 3704−0477
育可
（要予約、
先着順）
。
多聞 三宿2−25−9 3413−7612
問 世田谷区福祉人材育成・研修セン
松丘 弦巻5−21−10 3426−5453
ター☎5429―3100 5429−3101
砧

障 受給者証が新しくなります

ます。
ただし、
所得制限等により25
年度は対象外となった方で26年度
は対象となる方は、新たに申請が
必要です。
対 次のすべてを満たす方①身体障
害者手帳1・2級
（内部障害を有す
る方は3級まで）
または愛の手帳1・
2度②医療保険加入者③本人
（20
歳未満の場合は医療保険の被保険
者）の25年中の所得が基準以下の
方 申請に必要なもの／①健康保
険証②印鑑③身体障害者手帳また
は愛の手帳 ※65歳以上の方の
新規申請は原則できません。
また、
後期高齢者医療被保険者証をお持
ちの方で、
26年度住民税が課税の
場合は、
対象となりません。
問 障害施策推進課
☎5432−2388 5432−3021

ひまわり荘障害者パソコン教
室（10月〜27年3月）
対 区内在住で障害のある方

コース・曜日

時 間

基礎コース
①
（火曜）

午 前10 時30 分
テーマ別選択応 〜午後0時30分
②
用コース
（金曜） または 午 後1時
30分〜3時30分
視覚障害者向け
③
（木曜）

場 ひまわり荘 教材費／実費
担当＝障害者地域生活課
申 9月20日午後4時までに、
電話ま
た は フ ァ ク シ ミ リ でNPO法 人
ウィーキャン世田谷
（☎・ 6804−
7935）へ 抽選①②各回5人③各
回2人 抽選・説明会
（要参加）
／9
月23日㈷午前10時45分〜正午

喜多見6−9−11 3416−8630

八幡山 八幡山1−27−25 3302−5707
桜丘 桜丘5−2−19

3426−1862

三茶おしごとカフェから

せたがや平和資料室地域巡回展
復職への第一歩〜保活ポイント 「太平洋戦争と若者たち」

※問い合わせは午後2時以降にお
願いします。
問 学務課
☎5432−2686 5432−3029

日 時
会 場
セミナー
9月2日㈫〜11日㈭
対 区内在住で保育園入園を希望す
粕谷区民
午前9時〜午後10時
る母親 日 10月2日㈭午前10時〜
センター
（8日㈪は休館）
（NPO法人せ
正午 講 入江彩千子
9月13日㈯〜25日㈭
尾山台
たがや子育てネット）
午前9時〜午後7時
地区会館
就職力をつけよう！就活支援講 （18日㈭は休館）
私立幼稚園等園児の保護者への
（第3期）
座 & 個人面談
助成
9月27日㈯〜10月8日㈬ 北沢タウン
対 おおむね40歳未満の求職者
①入園料補助金
（新規入園）
=年額9
午前9時〜午後10時
ホール
日 10月7日㈫午前10時〜正午
万円以内②保育料に対する補助金
10月10日㈮〜21日㈫ 祖師谷
講 梅田昌照
（就職コンサルタント） 午前9時〜午後10時
=所得及び世帯状況に応じて年額
まちづくり
（12日㈰は休館）
センター
場
とも三茶おしごとカフェ
8万4000円〜46万6400円以内 申
備
問 教育センター
は保育可
（9月25日までに要
請期限／27年3月5日 交付時期
（予
予約、
先着順）
。未就園児の同伴可。 ☎3429−0811 3429−2844
定）
／10月下旬及び27年3月下旬
備 申請手続きは、入園後、幼稚園
は講座受講後に個人面談あり
。詳しくは、
お問い合わせ
を通じて行います。なお、満3歳に （予約制）
達した幼児が年度途中に入園する
下さい。
申
場合も、補助の対象となります。
とも電話またはファクシミ
▼27年度私立幼稚園等の入園願
リ
（記入例参照）
で三茶おしごとカ
書配布が10月15日㈬から始まり
フェ (☎3411−6604 3411−66
6面につづく（催し物）
ます。希望の幼稚園等へ直接お問
90）
へ 先着 25人 10人
アンド

▶昨年の様子

等の理由で子どもを保育すること
ができない方 「保育サービスのご
あんない」
・申込書の配布場所／総
合支所生活支援課、
保育園、
出張所・
センター等
（申込書は区のホーム
ページ 申請書ダウンロード からも
ダウンロード可） 申込締切日／第
1次 選 考 =12月10日、第 2 次 選 考

5432−3100 区役所 〒 154− 8504 世田谷 4− 21− 27

年中無休

5

