トーカイ通信

2015 年

8 月号

〜９月1日は
『防災の日』〜

こんにちはトーカイです
こん にち は、トー カイ
です 。
日頃 は株 式会 社ト ーカ
イを ご愛 顧賜 り誠 に
あり がと うご ざい ます
。
残暑 が続 いて おり ます
が、いか が
お過 ごし でし ょう か。
今月 は、防災 の日 にち
なん で防 災グ ッズ 等
の情 報を お届 けし ます
。お役 立て 下さ い。

9月１日は1年に1度の『防災の日』
です。防災意識の再認識を
行い、いざという時に備えて事前準備をしましょう。

の
2015年

防災の日 9月 1 日
防災週間 8月30日〜9月5日

大地震が起きたら、最初の動きが決め手！日頃から、
どの様に逃げればよいかシミュレーションが大切です。

リビング

トーカイのおすすめ防災グッズ

机の下に隠れるのは危険。転倒落下物などで机の下に閉じ込
められた時に、火災やガス漏れが発生したら逃げられなくなっ
てしまいます。揺れを感じたら座布団やクッションで頭を覆い、
直ちにドアを開けて安全な場所へ。

非常時に役立ち、安全を守る信頼のアイテムをご紹介します

帰宅支援セット

キッチン

メーカー小売希望価格：11,880円（税込）

被災者の声をまとめました。

消せるようなら火を消し、危険地帯である為なるべく離れて
揺れが収まるのを待ちましょう。無理に火を消そうとするとお
湯や油などで火傷をする危険もあります。大きな揺れの場合は、
マイコンメーターが自動的にガスを止めます。

災害時の会社と自宅間の徒歩移動を
サポートします！
〈セット内容〉

トイレ・風呂

・帰宅用バック ・ヘルメット ・滑り止め付き軍手 ・防塵マスク ・ホイッスル
・救急アルミックシート ・手回し充電ラジオライト（ラジオ/ライト/携帯充電等）
・非常用飲料水（5年保存・500ml） ・非常食
（5年保存可能）

浴室は鏡やガラスが多く、揺れで破損物が飛び散りケガをし
やすいので注意が必要です。洗面器などを頭にかぶり、衣類や
バスタオルを持って、いつでも逃げられるように玄関へ行きド
アを開けましょう。

トイレ非常用袋
メーカー小売希望価格：4,094円（税込）

いざという時、食事は我慢できても

寝室

…我慢できないのがトイレです。

寝室には背の高い家具を置かないことが大前提です。地震が
来たら、まず玄関のドアを開け、避難路を確保。建物が倒壊し
そうな揺れを感じたらすぐに脱出しましょう。

使い方は簡単。
既存のトイレ等の便座に袋をセットして用を足し
たあとに凝固剤をふりかけるだけ。
抗菌性凝固剤は水分を吸収すると素早く固まるの
で袋を便座から外して、処分することが出来ます。

上記以外に、自宅や職場付近の帰宅支援マップなどを

※市区町村の処分方法に従って処分してください。

入手しておくと、いざという時に役立ちます

〈セット内容〉
・排 便 収 納 袋 1 セ ッ ト 3 0 回分

※表記の価格は、
平成27年8月現在の消費税率8%に基づいています。

名古屋 トーカイのご当地グルメ
編
トーカイ従業員おすすめ情報をピックアップ！

名古屋営業課のおすすめ

左上から 廣瀬、
武藤、西尾、小原、
左下から 近藤、
石川、山田

株式会社青柳総本家
『カエルまんじゅう』
〒463-8548 名古屋市守山区瀬古1-919（本社）TEL:052-793-0136

株式会社青柳総本家は明治12年創業の老舗店。
各種う
いろう製品をはじめ様々なお菓子を手がける中で、
今回
の一押し商品は、
思わず微笑んでしまうかわいらしいデ
ザインのユニークな
「カエルまんじゅう」
です。
カエルの顔をかたどった和菓子で、
焼き皮の中にこし
あんがぎっしり。
なめらかな舌触りと上品な甘さの餡は、
さすが老舗とうなる味わいです。
ほのぼのとした気持ち
になるやさしい表情のカエルは、
和み効果抜群。
より楽しく召し上がっていただく為、
親しみのある歌やキャラクターを使ったＣＭも
放映されております。
ぜひ一度ご賞味とともに、
ホームページのＣＭギャラリーからご視
聴ください。 URL http://www.aoyagiuirou.co.jp/
様
読者プレゼント 20名
トーカイ通信に関する意見・ご感想などを
ご感想などをお寄せいただいた方の
中から抽選で20名様にプレゼント。
※詳しくは裏面をご覧ください。

名古屋営業課のおすすめは和菓子・喫茶店に引き続き、名古屋めし！
味噌煮込みうどん、味噌カツ、ひつまぶし、手羽先、きしめん等々元
気の源グルメが多数♪食べて、食べて、食べて元気に仕事に励みます！

「小倉トースト」
もオススメです
喫茶店王国といわれる名古屋。コーヒー代のみでトーストやゆで卵が
ついてくるモーニングサービスが定番。トーストの中でも、小倉トース
トは絶品。
美味しさの魅力はマーガリンの塩気と甘いあんこの組み合わせ。その
組み合わせはちょっとと思ったそこのあなた。是非名古屋にお越しの際
は喫茶店へ足をお運び頂き、この美味たるマッチングをご賞味下さい。

一定以上所得者の利用負担見直しについて

介護保険
情報

『特定入所者介護（予防）
サービス費』
の支給要件が見直しになります

介護保険３施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）やショートステイを利用する方の食費・部屋代の負担軽
減の基準が平成 27 年 8 月から変わります。
これまでは、負担軽減の申請後、本人及び同一世帯の方の前年の所得を基に対象となるか判断されていましたが、

平成27年8月 平成 27 年８月からは、以下の取扱いが追加されます。
からの基準
なお、配偶者の所得及び預貯金等については、市区町村の窓口への申告が必要になります。

1 配偶者の市区町村民税の課税・非課税
配偶者が市区町村民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外となります。（世帯が同じかどうかは問いません）
配偶者間では、民法上も、他のご親族以上に家計を支え合うことが求められていることから、配偶者の方が市区町村民税を課税されている場合には、配偶者の所得を勘案し
て食費・部屋代をご負担いただくことと考えられます。

2 預貯金等の金額を確認
預貯金等の金額を確認し、次の基準額を超える場合には負担軽減の対象外となります。 ■ 配偶者がいる方：合計 2,000 万円 ■ 配偶者がいない方： 1,000 万円

〈預貯金等〉
とは…

※申請に当たっては通帳の写し等の提出が求められます。

預貯金等に含まれるもの

確認方法

（資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象）

（価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付）

預貯金（普通・定期）

通帳の写し
（インターネットバンクであれば口座残高ページの写し）

有価証券（株式・国債・地方債・社債など）

証券会社や銀行の口座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

金・銀（積立購入を含む）
など、購入先の口座残高によって
時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

タンス預金（現金）

自己申告

※預貯金等に含まれないもの ●生命保険、自動車、
腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など・絵画、
骨董品、家財など

負債（借入金・住宅ローンなど）は、預貯金等から差し引いて計算します。（借用証書などで確認）また、価格評価は、申請日の直近 2 ヵ月以内の写し等により行われます。
市区町村は必要に応じて銀行等に口座情報の照会を行います。不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大２倍の加算金（負担軽減額と併せ最
大３倍の額）の納付を求められることがあります。

1 または 2 に該当して負担軽減の対象外となった方でも、その後該当しなくなった場合には、その時点から申請すれば負担軽減の対象となります。

改正した基準で負担軽減の対象外となった人でも
利用者負担段階
負担軽減を受けることが可能な場合があります。
判定方法の見直しにより、負担対象外
（第4段階）
となった
場合でも、下記の要件の全てに該当する方は、市区町村に申

第1段階

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方
で老齢福祉年金を受給されている方
生活保護等を受給されている方

300円

第2段階

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方
で合計所得金額と公的年金等収入額の合計が
年間80万円以下の方

390円

第3段階

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方
で上記第２段階以外の方

650円

第4段階

上記以外の方

請することで、第３段階の負担軽減を受けることができます。

２人以上の世帯の方
世帯の年間収入から施設の利用者負担
（介護サービスの
利用者負担、食費・部屋代）
の見込額を除いた額が80万
円以下
世帯の現金、預貯金等の額が合計450 万円以下

等

負担限度額
【日額】
（例：食費）

対象者

負担限度額なし

平成27年8月から下記の制度改正も施行されます
特別養護老人ホームの相部屋
（多床室）
に入所する課税世帯の方等は、室料相当の額を負担することになります。

トーカイ通信に関するご意見・プレゼントの応募について

プレゼント応募締切：2015年8月31日(月）

トーカイ通信に関するお声をお寄せいただいた方の中から抽選で「カエルまんじゅう12個入」
を合計20名様にプレゼントいたします。右記方法にてお声をお寄せください。ご感想もお
待ちしています！！
（ペンネーム可）
【送付先】
【プレゼントのご応募について】
「内容」のところにご意見とご希望の プレゼント商品名 をご記入ください。当選者には、
ご登録いただきましたメールアドレスより、改めて送付先をお伺いさせていただきます。
（ご連絡は、
＠tokai-corp.com がドメインのアドレスより送信させていただきます。
）

トーカイ通 信 プレゼ ント

ご応募の受付は締め切りました
■アクセス方法 (株)トーカイホームページトップ画面 ⇒ 介護用品レンタル⇒ お問い合わせ
■URL

http://www.tokai-corp.com/silver/contact/index.php

【個人情報の使用目的について】
ご記入された個人情報等は以下の目的にのみ使用し、
以下の場合を除いて、
第三者に提供いたしません。
● 統計データを作成し、
今後のトーカイ通信の作成や商品やサービスの向上を図るため
● プレゼント当選者への商品の発送のための配送業者への住所・氏名・電話番号の開示のため

●発行・編集 / 株式会社トーカイ シルバー事業本部 企画課 〒500-8828 岐阜県岐阜市若宮町9丁目16番地
〔電話〕
058-263-0157 〔FAX〕
058-263-0151
2015.8
［vol.15］

