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国民健康保険限度額適用・
標準負担額減額認定証の有効
期限は７月31日です
◇８月からの新
しい認定証が必
要な人は事前申
請ができます　
対70歳未満の人
（原則国保税を
滞納している世帯を除く）、70
歳～74歳で市民税非課税世帯の
人　◇必要なもの…認定証を必
要とする人の保険証、手続きに
来る人の印鑑と公的機関が発行
した顔写真付きの身分証明書、
マイナンバーが分かるもの（認
定証を必要とする人と世帯主の
もの）、同一世帯以外の人が申
請に来るときは、委任状や世帯
主の保険証　問国民健康保険課
☎216-1228D216-1200
国保加入者で医療費の負担割
合が変わる人に新しい保険証
を送付します
◇70歳～74歳の国保加入者は、
昨年の所得によって医療機関窓
口で支払う一部負担金の割合が
来月から１年間変更になること
があります　◇該当者には今月
中旬に新しい保険証を送付しま
す　問国民健康保険課☎216-1228
D216-1200
国保税の軽減・減免
◇倒産や解
雇などによ
り離職した
ときや、失
業（定年退職・自己都合退職を
除く）、休・廃業、疾病などで
所得が激減したときなど、国保
税の納付が困難なときに、軽減
や減免が受けられることがあり
ます　問国民健康保険課☎216-
1229D216-1200

後期高齢者医療保険の保険証
の有効期限は７月31日です
◇新しい保険証は、今月中旬に
送付します　◇保険料に未納が
あると、１年間使用できる保険
証の交付が受けられないことが
あります　問長寿支援課☎216-
1268D224-1539
平成29年度後期高齢者医療保
険料のお知らせを送付します
◇納付方法は①特別徴収（年金
からの天引き）、②普通徴収（納
入通知書や口座振替での支払
い）の２通りです　◇年間保険料
額や納付方法は今月中旬に送付
する納入通知書で確認してくだ
さい　問長寿支援課☎216-1268
D224-1539
後期高齢者医療保険料の
口座振替への変更
◇今年10月分の特別徴収（年金
からの天引き）を中止し、口座
振替を希望する人は、今月14日
までに納付方法変更申出書の提
出を（年度内の保険料の総額は
変わりません）　◇必要なもの
…保険証、通帳、通帳印（本人
以外の口座から引き落としを希
望するときは本人の印鑑も必
要）　◇引き続き年金からの天
引きを希望する人や申出書を提
出済みの人は手続き不要　問長
寿支援課☎216-1268D224-1539、
各支所の福祉課・保健福祉課
介護保険負担割合証の送付
◇要支援・要介護
認定者、事業対象
者の人に、新しい
適用期間の介護保
険負担割合証を今
月中に送付します　◇現在、介
護保険のサービスを利用してい
る人は、負担割合証を担当のケ
アマネジャーかサービス事業者
などに提示してください　◇判
定方法など詳しくは同封のパン
フレットで確認を　問介護保険
課☎216-1280D219-4559

国保・介護保険
後期高齢者医療保険 いきいき受診券で定期的に健（検）診を受けましょう

■特定・長寿健診の集団健診会場（保険証が必要）　※予約不要
日 曜 場　所 受付時間
11 火 西部保健センター ９時～10時30分
12 水 田上小学校

９時～11時13 木 武岡福祉館
14 金 西田小学校
15 土 県民総合保健センター ８時30分～10時30分
18 火 東部保健センター ９時～10時30分
19 水 伊敷小学校 ９時～11時

20 木
花野福祉館
北部集会所（旧番屋下公民館） 14時～15時
市民文化ホール（４階会議室） 日本健康倶楽部

要予約☎273-5591

21 金
中央保健センター ９時～10時30分
県民交流センター
（２階中ホール）

日本健康倶楽部　
要予約☎273-5591

23 日 ヘルスサポートセンター鹿児島 要予約☎267-6292

24 月
川上小学校 ８時30分～10時30分
オロシティーホール
（２階大会議室）

日本健康倶楽部　
要予約☎273-5591

25 火 北部保健センター ９時～10時30分
26 水 吉野小学校

８時30分～10時30分27 木 城南小学校

28 金
中央保健センター
オロシティーホール
（２階大会議室）

日本健康倶楽部　
要予約☎273-5591

29 土 県民総合保健センター ８時30分～10時30分31 月 桜島地区保健センター
※南部保健センターは毎月第１金曜日実施
※後期高齢者医療の加入者はいきいき受診券も必要
対40歳以上の国保加入者か後期高齢者医療の加入者など　
料無料
問サンサンコールかごしま☎099-808-3333D099-808-2525
■事前予約が必要な検診の集団検診会場
日 曜 検　診 場　所
10 月 子宮・乳 鹿児島アリーナ

胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
11 火 乳のみ 南部保健センター（午前のみ）

12 水
胃のみ 西伊敷岡之原公民館
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

15 土
胃・腹部 県民総合保健センター
子宮・乳 中央保健センター　※午後：14時～14時30分、

夜間：17時30分～18時30分
18 火 胃・腹部 黒神校区公民館（黒神小学校近く）

19 水
田上小学校

胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ） 

20 木 子宮・乳 北部保健センター

21 金
胃・腹部 西田小学校
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

23 日 子宮・乳 県民総合保健センター

胃・腹部

ヘルスサポートセンター鹿児島
24 月 川上小学校

ヘルスサポートセンター鹿児島
25 火 伊敷小学校

26 水
吉野小学校

子宮・乳 明和小学校
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

27 木 胃・腹部 城南小学校
子宮・乳 西田小学校（午前のみ）

28 金 胃・腹部 中央保健センター
子宮・乳 南部保健センター（午前のみ）

29 土 胃・腹部 県民総合保健センター30 日 子宮・乳
31 月 胃・腹部 桜島地区保健センター

ヘルスサポートセンター鹿児島
◇受付時間　①胃・腹部　８時30分～９時30分
　　　　　　②子宮・乳　８時30分～９時か13時～13時30分
対市内に住む40歳以上（子宮がん検診は20歳以上）で、
　職場で受診機会のない人（保険証が必要）
料胃がん検診1000円、腹部超音波検診1200円、
　子宮がん検診600円、乳がん検診（40歳代）1300円・
　（50歳以上）800円
申がん検診専用ダイヤル☎214-5489D803-7026（保健予防課）
　※ ヘルスサポートセンター鹿児島☎267-6292D260-1780での検

診は、直接予約が必要

７月の集団健（検）診日程表

高額介護サービス費などの払い戻し
◇同一月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額が
上限額を超えたときは（下表参照）、申請により超えた分が後
から支給されます（福祉用具購入費、住宅改修費、施設入所と
入院時の食費や居住費、日常生活費などを除く）

◇すでに届け出ている人は申請不要
◇申請方法など詳しくは介護保険課☎216-1280D219-4559へ

利用者負担段階区分 上限額（世帯合計）
現役並み所得相当世帯　※１ ４万4400円

一般世帯 平成29年８月から４万4400円　※２
平成29年７月まで３万7200円

市町村民税非課税世帯 ２万4600円
• 合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円以下の人

•老齢福祉年金の受給者
１万5000円（個人）

生活保護の受給者 １万5000円（個人）
※１　 同一世帯に課税所得145万円以上の第１号被保険者がいて、収

入が単身383万円以上、２人以上520万円以上の人
※２　 １割負担の被保険者のみの世帯には、平成29年８月から３年

間に限り年間の上限額を44万6400円（３万7200円×12カ月）と
する時限措置があります

見本


