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7月のお知らせ

　次の各医療助成制度は、北海道と網
走市が協力して助成しています。

受給対象者／①身体障害者手帳1・2級
または内部疾患を由来とする3級の交
付を受けた方　②重度の知的障がい者
と判定・診断された方　③精神保健福
祉手帳1級をお持ちの方
所得制限の内容／主に本人の生計を維
持する方の所得が下表の所得限度額を
超えていないこと。
扶養親族等の数 所得限度額 給与収入

0人 628万7,000円 840万7,000円
1人 653万6,000円 868万4,000円
2人 674万9,000円 892万1,000円
3人 696万2,000円 915万7,000円

※所得には一定の控除があります。

対象医療費／入院、通院、柔道整復、
針･灸･マッサージ、指定訪問看護、治
療用装具などの医療費
※精神保健福祉手帳1級の方は入院医
療費は該当しません。

受給対象者／市内在住の小学校卒業前
までの子ども
所得制限の内容／主に本人の生計を維
持する方の所得が下表の所得限度額を
超えていないこと。
扶養親族等の数 所得限度額 給与収入

0人 532万円 733万3,000円
1人 570万円 775万5,000円
2人 608万円 817万7,000円
3人 646万円 860万円

※所得には一定の控除があります。

対象医療費／重度心身障がい者医療費
の場合と同様。ただし、小学生は入院
および指定訪問看護医療費のみで、そ
の都度、医療給付係窓口での払い戻し
申請が必要です。

受給対象者／①20歳未満の子供を扶養
している配偶者のいない方　②ひとり
親家庭の母または父に扶養されている
20歳（20歳に達した月末）までの子供
所得制限の内容／主に本人の生計を維
持する方の所得が下表の所得限度額を
超えていないこと。
扶養親族等の数 所得限度額 給与収入

0人 236万円 372万5,000円
1人 274万円 420万円
2人 312万円 467万5,000円
3人 350万円 515万円

※所得には一定の控除があります。

対象医療費／重度心身障がい者医療費
の場合と同様。ただし、親の市外医療
機関受診･市内調剤の場合は医療給付
係窓口での払い戻し申請が必要です。

　医療費は、3歳未満または市町村民税
非課税世帯の場合は無料ですが、それ
以外の場合は1割負担です。1割負担の
方の1カ月の支払限度額は、通院の場合
は1人1万2,000円、入院の場合は世帯の
受給者全員（同じ世帯の重度・ひとり
親・乳幼児等医療受給者）の入院・通
院費（乳幼児等医療費の助成を受けて
いる小学生の通院費を除く）を合算し
て4万4,400円です。限度額を超えた場
合は払い戻しの申請をしてください。

各種医療助成制度

　所得制限などにより受給資格が得ら
れなかった方や、出生・転入時などに
申請手続きをされていなかった方で、
現在、各医療助成費受給者証をお持ち
でない方は、前年（平成20年分）の所
得や扶養親族等の人数によっては、受
給対象者となる場合があります。詳し
くはご相談ください。
問合先／保険年金課医療給付係
 （内線232）

　離乳食は「食べる」ことの基礎をつ
くる大切な食事です。料理の苦手な方
でも簡単に作れる、素材の味を生かし
たメニューを紹介します。
日時／ 8月26日 12時30分～ 15時
場所／保健センター
対象／平成20年11月～平成21年3月生
まれの赤ちゃんのいる方　定員／ 25人
内容／調理実習や試食があります。「初
期コース」か「中・後期コース」のど
ちらかを選んでください。
持ち物／エプロン・三角巾・タッパー 5
個・手拭きタオル等　材料費／ 200円
申込期間／ 7月1日～ 8月19日（定員に
なり次第締め切ります。）
※託児をご希望の方は、申し込み時に
「託児希望」とお伝えください。託児
は対象のお子さんのみです。
申込・問合先／保健センター☎43-8450

固 定 資 産 税・ 都 市 計 画 税 第2期
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料第1期

納 税通知書／固定資産税･都市計画税の納入通知書は5月
中旬に各納期分をまとめて送付しています。国民健康保
険料･後期高齢者医療保険料の納入通知書は今月中旬に
各納期分をまとめて送付しますので、汚したり紛失した
りしないよう注意し、納期内に納入しましょう。

納 入窓口／市役所出納窓口のほか、次の場所でも取り扱っ
ていますのでご利用ください。

　①市内各銀行　②信用金庫　③信用組合　④労働金庫
　⑤郵便局（簡易郵便局含む）　⑥農協・漁協

納 税相談を行っています／都合により納期内に納めるこ
とができない場合は、そのまま放置せず、納入方法につ
いてお早めにご相談ください。

口 座振替をご利用ください／納税は、便利で確実な口座振
替をご利用ください。ご利用される方は、金融機関また
は市役所税務課窓口に通帳と銀行印をご持参の上、お早
めに手続きをしてください。

 問合先／税務課納税係（内線224・332）

重度心身障がい者医療費

乳幼児等医療費

ひとり親家庭等医療費

医療費等について

各医療助成制度の申請

子育て・教育

ナチュラルベビークッキング

７月は、 の納期です。
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　現在お持ちの医療受給者証の有効期
間は9月30日で終了します。引き続き
医療受給者証の継続を希望される方は
更新手続きをしてください。
　申請に必要な書類は保健所および各
医療機関で用意しますので、お気軽に
お問い合わせください。
受付期間／ 7月1日～ 9月30日
受付場所／網走保健所
問合先／北海道網走保健所子ども･保
健推進課保健予防係☎41-0695

　保護者以外が接種者に同伴する場合
は委任状が必要です。詳細はお問い合
わせください。
対象／生後3カ月～ 6カ月未満の乳児
日時／ 8月18日 12時45分～ 13時45分
場所／保健センター
定員／ 1日60人
持ち物／母子手帳
申込期間／ 7月1日から定員になるま
でです。予約後に都合が悪くなった場
合はご連絡ください。

　昨年4月から、中学1年生および高校3
年生相当の方を対象に、3期・4期とし
て追加接種を行っています。これは年
数の経過とともに免疫の無くなる方が
いると判明したこと、免疫のできにく
い方が接種者の5％程度いることが判
明したためで、平成19年からの全国的
な麻しん発生の原因にもなっています。
　麻しんは感染力が強いため、発生時
には学校閉鎖などの措置がとられる場
合もあります。昨年からは、入学の際
に接種証明書の提出を求める学校も見
られるようになってきました。接種期
間を過ぎると有料になりますので、お
早めに接種することをお勧めします。
　3期・4期の対象者で、保護者が同伴
できない場合は同意書が必要です。詳
細はお問い合わせください。
○2期対象：小学校入学1年前（平成15

年4月2日～平成16年4月1日生まれの幼児）
○3期対象：中学1年生（平成8年4月2
日～平成9年4月1日生まれの生徒）　
○4期対象：高校3年生相当（平成3年4
月2日～平成4年4月1日生まれの方）
接種期間／平成21年4月1日～平成22年
3月31日
接種料金／無料
接種ワクチン／麻しん風しん混合ワク
チンが基本ですが、罹(り)患していな
い方の単独ワクチンの接種もできます。
実施方法／ワクチンの接種および罹患
の有無を確認の上、｢みんなの健康｣「市
ホームページ」にある指定医療機関で
受けてください。
　網走厚生病院で3期・4期を接種され
る方は、直接病院にご確認ください。
申込・問合先／保健センター☎43-8450

　4月から、年金の加入記録や見込額を
お知らせする「ねんきん定期便」を誕
生月に送付しています。オレンジ色の
封筒で届いた方は、年金記録に「もれ」
や「誤り」のある可能性が高い方です
ので特に注意してご確認ください。
　また、同封されている回答票が青色
の場合は、訂正の有無にかかわらず必
ず回答してください。
　ねんきん特別便の詳細は、専用ダイ
ヤル☎0570-058-555（IP電話･PHSから
は03-6700-1144）でも案内しています。
問合先／北見社会保険事務所
 ☎0157-25-9635

　国民年金は、日本国内に住所のある
20歳以上60歳未満のすべての方が加入

する制度です。保険料の納付を続ける
ことで、老後の老齢基礎年金だけでな
く、万が一のときの障害基礎年金や遺
族基礎年金が受け取れる制度です。
　老齢基礎年金の受給権を得るために
は、原則として25年間保険料を納める
などの資格期間が必要ですが、保険料
を納めることが困難な場合、前年の所
得などにより申請をして承認されると、
保険料が免除、または30歳未満の若年
者は猶予される制度がありますので、
未納にせず手続きをしましょう。

　また学生の方は、申請をして承認さ
れると保険料が猶予される学生納付特
例制度があります。（学生の場合は、
納付特例の規定が優先し、免除申請を
受けることはできません。）
　全額免除と若年者納付猶予に限り、
次年度も引き続き申請を希望される場
合に、改めて申請書を提出する必要は
ありません。ただし、失業や災害等を
理由とした全額免除と若年者納付猶予、
一部納付の場合は毎年の申請が必要で
す。（制度の内容については下表を参
照してください。）
　申請手続きは、国民年金係で受け付
けています。
問合先／保険年金課国民年金係
 （内線229）

報情
「特定疾患医療受給者証」「ウイルス性肝炎進行防
止対策・橋本病重傷患者対策医療受給者証」の更新

保険・年金・税

ねんきん定期便を受け取った方へ

今年度の
月額保険料

老齢基礎年金を
受けるとき

保険料の追納
（後払い） 承認期間の周期等

全 額 免 除 ０円 年金額に３分の１が反映 10年以内であれば、
あとから保険料を追納
することが出来ます。
※３年度目からは、当
時の保険料に加算がつ
きます。

７月から翌年の６月まで
注）若年者納付猶予は、
30歳未満の方が対象です
（平成27年６月までの時
限措置）

４分の３免除 3,670円 年金額に２分の１が反映
半 額 免 除 7,330円 年金額に３分の２が反映
４分の１免除 11,000円 年金額に６分の５が反映
若年者納付猶予 0円

年金額に反映されません
学生納付特例 0円 ４月から翌年の３月まで
※すべてにおいて、受給資格期間に参入されます。

各種予防接種の実施

ＢＣＧ予防接種

麻しん風しん３期・４期追加接種

○免除となる前年所得の目安（平成21年度）
 単位：万円、括弧内は収入

世帯構成 全額免除
一　部　納　付

3/4免除 半額免除 1/4免除
4人世帯

(夫婦･子ども2人)
162
(257)

230
(354)

282
(420)

335
(486)

2人世帯
(夫婦のみ)

92
(157)

142
(229)

195
(304)

247
(376)

単身世帯 57
(122)

93
(158)

141
(227)

189
(296)

※ 2人世帯と4人世帯の夫婦は、夫か妻のどち
らかのみに所得がある場合。4人世帯の子
どもは16才未満の場合。
※ 表の額は目安です。実際には個人ごとに社
会保険料控除などの控除額が異なるため、
表と一致しない場合があります。

国民健康保険料の免除申請


