かごしま

19面にも掲載

国民健康保険に関するお知らせ
◇今月中旬に国保加入の全世帯
に、納税通知書を送付します
◇税額は前年中の所得や加入者
数などによって決定します
◇所得がなかった人や少なかっ
た人は、申告により国保税や入
院時の自己負担額などが減額さ
れることがあります。未申告の
人は早めに市民税課などへ申告
を ◇控除対象配偶者や扶養親
族になっている人は申告不要で
す 問国民健康保険課☎2161229D216-1200
後期高齢者医療被保険者証
（保険証）の更新
◇現在の保険証の
有効期限は７月31
日です ◇新しい
保険証を７月中旬に郵送します
◇簡易書留郵便での受け取りを
希望する人は、はがきか封書に
「保険証簡易書留郵便希望」と
記入し、被保険者番号、郵便番
号、住所、被保険者氏名、電話
番号を書いて、６月22日（必着）
までに〒892-8677山下町11-1長
寿支援課☎216-1268D224-1539
へ

後期高齢者医療限度額適用・
標準負担額減額認定証
◇現在の認定証
の有効期限は７
見本
月31日です
◇昨年度に認定
証の交付を受け
ていて、世帯全
員が今年度市民税非課税の人に
は、８月から使用できる認定証
を保険証に同封して７月中旬に
郵送します ※現在認定証を持
たず、市民税非課税世帯の人は
新たに申請が必要 ◇必要なも
の…後期高齢者医療被保険者
証、印鑑、申請者のマイナンバー
が分かるもの（マイナンバー通
知カードなど） 問長寿支援課
☎216-1268D224-1539、各支所
の福祉課・保健福祉課
各種介護保険利用者負担減額
認定証の更新申請
◇各種減額認定証の更新申請の
事前受け付けを開始しました
◇減額を希望する人は申請を
◇減額の種類…訪問介護などの
利用者負担の補助、社会福祉法
人などによる利用者負担の軽
減、訪問サービスなどの利用者
負担の補助、食費・居住費（滞
在費）の負担限度額認定 ◇新
規の申請は随時受け付け ◇収
入要件など詳しくは介護保険課
☎216-1280D219-4559へ

介護保険料が変更されました

介護保険料は、３年ごとに見直すことになっており、平成30年
度からは第７期（平成30 〜32年度）の保険料となります。
※通知書は６月中旬に発送します
■平成30〜32年度の介護保険料
所得段階
第１段階
（※１）

第２段階
（※２）
第３段階
第４段階
（※３）
第５段階
第６段階
第７段階
第８段階
第９段階
第10段階
第11段階
第12段階

対象者
生活保護受給者、
中国残留邦人等支援給付受給者
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金
受給者か本人の課税年金収入額と合計所得金
額の合計から年金収入に係る所得を控除した
額が80万円以下の人
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金
収入額と合計所得金額の合計から年金収入に係
る所得を控除した額が120万円以下で、※１以外の
人
世帯全員が市町村民税非課税で※１※２以外の人
世帯内に市町村民税課税の人がいるが、本人は市
町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金
額の合計から年金収入に係る所得を控除した額
が80万円以下の人
世帯内に市町村民税課税の人がいるが、本人は市
町村民税非課税で、※３以外の人
125万円未満の人
125万円以上200万円未満の人
本人が市町村 200万円以上400万円未満の人
民税課税で、
400万円以上600万円未満の人
合計所得金額
600万円以上800万円未満の人
が
800万円以上1000万円未満の人
1000万円以上の人

保険料（年額）
３万3800円

５万6200円
５万6200円
６万7500円
７万4900円
９万3700円
９万7400円
11万8400円
13万8600円
14万9800円
15万7300円
16万4800円

■介護保険料の納め方
64歳までは医療保険の中で納めますが、65歳からは医療保険と
は別に、納入通知書で納めます。年金が年額18万円以上の人は一
定期間経過後に特別徴収（年金からの支払い）に切り替わります。
■介護保険料の減免
失業等による減収、災害か生活困窮により保険料の納付が困難と
認められる人は、
申請により保険料の減免を受けることができます。
※通知書が届いてから相談を
問介護保険課☎216-1279D219-4559
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国保・介護保険・
後期高齢者医療保険

健康・福祉

市民のひろば

６月号

2018年（平成30年）

６月の集団健
（検）
診日程表

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
日本健康倶楽部
11 月 オロシティーホール
要予約☎273-5591
西部保健センター
９時〜10時30分
12 火
日本健康倶楽部
テクノホール
要予約☎273-5591
13 水 錦江台小学校
９時〜11時
15 金 東桜島小学校
８時30分〜10時30分
19 火 東部保健センター
９時〜10時30分
20 水 東坂元公民館（かつら公園）
９時〜11時
広木小学校
８時30分〜10時30分
22 金
日本健康倶楽部
谷山サザンホール
要予約☎273-5591
23 土 県民総合保健センター
８時30分〜10時30分
26 火 北部保健センター
９時〜10時30分
27 水
郡山地区保健センター
８時30分〜10時30分
28 木
29 金

県民交流センター
中央保健センター
郡山地区保健センター

日本健康倶楽部
要予約☎273-5591
９時〜10時30分
８時30分〜10時30分

※南部保健センターは毎月第１金曜日に実施
（受付時間９時〜10時30分）
※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（保険証が必要）
日 曜 検 診
場 所
10 日 子宮・乳 中央保健センター
七社公民館
11 月
ヘルスサポートセンター鹿児島
胃・腹部
12 火
南部保健センター
山下小学校
14 木
子宮・乳 明和小学校
（午前のみ）
胃・腹部 東桜島小学校
15 金 胃・腹部・ ヘルスサポートセンター鹿児島
子宮・乳 ※女性のみ
（いずれも午前のみ）
胃・腹部 中央保健センター
16 土
子宮・乳 県民総合保健センター
長田中学校
18 月
胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
19 火
錦江台小学校
胃・腹部・ ヘルスサポートセンター鹿児島
20 水
子宮・乳 ※女性のみ
（いずれも午前のみ）
胃・腹部 広木小学校
胃・腹部・ ヘルスサポートセンター鹿児島
（いずれも午前のみ）
22 金 子宮・乳 ※女性のみ
子宮・乳 川上小学校
（午前のみ）※９時〜10時
乳のみ 喜入地区保健センター
（午前のみ）
23 土
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
25 月
子宮・乳 宇宿小学校
（午前のみ）
※９時〜10時
27 水
胃・腹部 郡山地区保健センター
28 木
胃・腹部・ ヘルスサポートセンター鹿児島
（いずれも午前のみ）
29 金 子宮・乳 ※女性のみ
胃・腹部 郡山地区保健センター
◇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30分か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
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
（保健予防課）
申がん検診専用ダイヤル☎214-5489D803-7026
※ヘルスサポートセンター鹿児島☎267-6292
D260-1780での検診は、直接予約が必要
※半日がん検診は県民総合保健センター
（要予約）
☎220-2332D220-2603で検診可
＋

