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＊（　）内は総世帯数・総人口に占める割合《平成24年7月末現在》

医療保険加入状況

総世帯数
総人口

国民健康保険
加入者

後期高齢者
医療加入者

17,668 世帯
52,356 人

  7,261 世帯（41.10%）
12,081 人   （23.07%）

  9,365 人　（17.89%）

 私たち！
 健康づくりに取り組んでいます！
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詳しくは、氷見市税務課住民税担当へお尋ねください。

所 得 割

均 等 割
（一人あたり）

基礎課税額
（医療保険分）

6 . 4 ％

5 1 万円

2 3 , 5 0 0 円

1 6 , 0 0 0 円

1 . 8 ％

1 4 万円

6 , 5 0 0 円

4 , 5 0 0 円

2 . 0 ％

1 2 万円

7 , 5 0 0 円

5 , 0 0 0 円

後期高齢者支援金等課税額
（後期高齢者支援金分）

介護納付金課税額
（介護保険分）

平 等 割
（一人あたり）

賦課限度額

※今年度は税率、限度額等の改正はありません。
※介護保険分は40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者に課税されます。

　平成24年度の国民健康保険税の税率は次のとおりです。

　国民健康保険税は、毎年7月、加入者の前年の総所得額をもとに、その年度の税額を算定し、納税義務者であ
る世帯主へ納税通知書を送付します。以降、国民健康保険の資格や所得状況の変更があると再算定し、税額の変
更通知書を送付します。
　以下の算出方法で平成24年度国民健康保険税の年間税額を算出することができます。

【算出例】世帯加入者2人（世帯主62歳・総所得150万　、子35歳・総所得30万）の場合
　　課税標準額Ａ＝（150万－33万･･･117万円）＋（30万－33万･･･0円）＝117万円

※加入者が非自発的失業に該当の場合、該当者の総所得のうち給与所得を100分の30にして算出します。
※低所得世帯には均等割・平等割の軽減措置があります。
※年度途中で加入脱退があった場合は、加入月数に応じて按分となります。

課税標準所得：Ａ＝加入者ごとの総所得から基礎控除（33万円）を引いて合計した額

平等割

均等割

所得割

医療保険分（Ⅰ）

1 6 , 0 0 0 円

Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＝年間保険税額（全体分）＝（　　　　　　　　　円）

Ａ×税率6.4％
（　　　　　　　　　円）

23,500円×加入者（　）人
（　　　　　　　　　円）

後期高齢者支援金分（Ⅱ）

4 , 5 0 0 円

Ａ×税率1.8％
（　　　　　　　　　円）

6,500円×加入者（　）人
（　　　　　　　　　円）

介護保険分（40～64歳）（Ⅲ）

5 , 0 0 0 円

Ａ×税率2.0％
（　　　　　　　　　円）

7,500円×加入者（　）人
（　　　　　　　　　円）

合　計

（注）合計欄では、それぞれ100円未満を切り捨てます。

～平成24年度国民健康保険税のお知らせ～～平成24年度国民健康保険税のお知らせ～～平成24年度国民健康保険税のお知らせ～～平成24年度国民健康保険税のお知らせ～

平成24年度国民健康保険税の算出方法

所得割

均等割

平等割

合　計

医療保険分

74,880円

47,000円

16,000円

137,800円

後期高齢者支援金分

21,060円

13,000円

4,500円

38,500円

介護保険分

23,400円

  7,500円

  5,000円

35,900円＋ ＋ ＝年間保険税額212,200円

この例では、年齢要件により
世帯主のみが介護保険分に該当する。（ ）
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問い合わせ先　税務課住民税担当　☎７４－８０４３

　7月から社会保険に加入したので、市役所へ行き、国民健康保険の喪失手続きをしましたが、7月
末の納期限の国民健康保険税は納めなくてもいいですか？

国民健康保険は、社会保険のように毎月払いではなく、年度分の税額を8回（7月から翌年2月まで）
の納期で分けて納めていただきます。税額や脱退の時期によっては、国民健康保険から脱退した後
も税額が残る場合がありますので、税額更正通知書が届くまでは、納期限どおりの納付をお願いい
たします。なお、納め過ぎとなった場合は、還付させていただきます。

　国民健康保険税の納め方にはどのようなものがありますか？

　国民健康保険税の納期は、7月から翌年2月までの年8回となっています。
　毎月納期があるわけではなく、当該年度分を8回に分けて、金融機関の口座から自動引き落とし
で納付する「口座振替」による納付、年金からの天引きによる納付のいずれかの方法をお願いして
おります。また、これらの方法以外に、金融機関や税務課の窓口で納めていただくことができま
す。
（注：年金からの天引きは、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回での納付となります。）

　昨年までは年金からの天引きであったのに、今年は冊子の納付書が届きました。手続きをした覚
えがないのですが、どうしてですか？

　国民健康保険税の年金からの天引き（年金特別徴収）は、次の要件のすべてを満たす納税義務者
（世帯主）が該当となります。
　①　世帯主が国民健康保険に加入している。
　②　世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
　③　天引き対象となる年金の受給額が年額18万円以上である。
　④　国民健康保険税と介護保険料をあわせた額が、天引き対象となる年金受給月額の1/2未満で
　　　ある。
　一度、年金特別徴収になっても、次年度、上記の要件を満たさなくなった場合は、年金特別徴収
は中止され、納付書又は口座振替による納付となります。

　氷見市へ転入してきて国民健康保険に加入しました。以前住んでいたところと国民健康保険税額
が違うのですが、どうしてですか？

　国民健康保険の税率は国民健康保険を運営する自治体ごとに条例で定めています。そのため、所
得や加入者数が同じでも市区町村ごとに算定年税額は異なってきます。

　亡くなった人の名前で納税通知書が届くのはなぜですか？

　亡くなった方が世帯主だった場合、お亡くなりになった翌日の前月までの分が課税されます。例
えば、世帯主の方が、10月5日にお亡くなりになった場合、4月～9月分はその方に、10月以降は
新しく世帯主になった方に課税されることとなります。ただし、お亡くなりになった方の納税通知
書は、地方税法第9条の規定により相続人に継承され「《相続人代表》△△△△様　（○○○○様分）」
として、通知いたします。

国民健康保険税に関する国民健康保険税に関する

質問1

回答1

質問2

回答2

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

質問3

回答3

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

質問4

回答4

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

質問5

回答5

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Q A＆
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他にも健康課では色々な講座を行っています。

詳しい内容や日程については、広報ひみにてお知らせしています。

ぜひお気軽にご参加ください。

健康に関する相談に医師・保健師・栄養士が承ります。
自覚症状のない今のうちから生活習慣を見直して5年後、
10年後も元気なあなたを目指してみませんか？

・健診結果
の見方を知

りたい！

・健康的に
やせたい！

・コレステ
ロールが高

い

血圧測定・体脂肪測定、
尿検査もできます。場所：いきいき元気館

＊申込が必要です。

　健診結果が来たけど改善の仕方がわからない！健診結果は送られて来たけどまだ封筒に入ったまま！と

いう方はいませんか？

　健康課では、健康診断の結果の見方に関することや健康についての相談会を行っています。

また、取り組みやすい運動やバランスのとれた食事のとり方の教室も開催しています。

　健康に過ごしたいけど、何から初めていいかわからない！

自分自身も心配だけど、家族の健康も気になる！

健診は受けてないけど、健康のことは心配･･･

どなたでも参加できますので、この機会にぜひ教室に参加

しましょう。

　健康課までお気軽にお問い合わせ下さい。

日　　　時

平成24年10月26日（金）
　　　　 11月27日（火）
　　　　 12月21日（金）
平成25年  1月29日（火）
受付時間　午後1時～2時

内　　　容

個別相談
（健診結果についての相談にも応じ
ます。）

相談スタッフ

医　師
保健師
栄養士

持ち物

健康手帳
健診の結果

してみませんか？ 申込み・問い合わせ
健康課　☎７４－８０６２

健康診断は受けられましたか？健康診断は受けられましたか？

健康なんでも
相談健康なんでも
相談

健康なんでも
相談
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１回の受講だけでもOKです

●ヘルシー食生活講座

●運動実践教室

●歩いて健康づくり教室　～健康な歩き方レッスン～

●からだ改造教室

※申込みが必要です。

日　　時

平成24年12月14日（金）
午前9時～午後1時

持ち物

ご飯茶碗

定員

30名

内　　　　容

講義「バランスのとれた食事のとり方」
バランス食の試食
講師：栄養士・保健師

日　　時

平成24年10月17日（水）
午前10時～12時

持ち物

内履きシューズ、
運動しやすい服装、
タオル、飲み物

定員

50名

場　所

氷見市ふれあい
スポーツセンター

内　　　　容

講義と実技「健康づくりと運動」
・運動の効果や自分に合ったウォーキ
　ングの方法についての実技体験
講師：富山大学人間発達科学部
　　　教授　鳥海　清司　先生

日　　時

平成25年  1月30日（水）
午後1時30分～3時30分

持ち物

健診結果

定員

30名

内　　　　容

講義「メタボリックシンドロー
　　　ムについて」
講師　保健師・栄養士

日　　時

平成24年12月13日（木）
午後3時15分～4時15分

平成25年  3月  5日（火）
午後1時30分～3時

持ち物

運動しやすい服装
タオル、飲み物

場　所

氷見市民プール・
トレーニングセン
ター

場　所

いきいき元気館

場　所

いきいき元気館

いきいき元気館

定員

30名

30名

内　　　　容

運動実技「リラックスヨガ」
講師：ヨガ講師　
　　　高田　さおり先生

運動実技
「家庭でできるやさしい筋トレ」
講師：健康運動指導士
　　　三輪　厚子先生

　とやま健康パークでは「氷見市の日」として氷見市内に居住する人なら誰でも半額になる特別な期間を設
けています。
ぜひこの機会に一度ご利用ください。
　●対象期間　10月2日（火）～8日（月・祝）
　●料　　金　通常料金の半額（大人一日利用した場合　1800円→900円になります）
　●持 ち 物　ウェア・タオル等（有料でレンタルもできます）

問い合わせ先：富山健康パーク（富山市友杉151　☎076－428－0809）

健康づくりの教室に参加
健康教室や相談会に参加して、あなたや家族の健康づくりを始めましょう！

市民健康大学講座市民健康大学講座市民健康大学講座

とやま健康パークをご利用ください！とやま健康パークをご利用ください！ 〜氷見市民特別割引期間のお知らせ〜
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　氷見市民健康大学祭が8月5日（日）にいきいき元気館で開催され、健康づくり講演会、健康づくり殿堂入りの

証・健康博士号授与及び認定証交付式、健康づくりボランティア活動発表、「第2次氷見市ヘルスプラン21」ク

イズラリーが行われました。

市民の皆さんの健康づくりを推進していくため、市民健康大学連携講座の登録をお願いしています。
健康関連の講座や健康イベント等を企画される機関や団体の方は、お知らせください。
連携講座として単位を認定し、参加者に健康づくりの実践の励みとなるよう市民健康大学カード・シール
を発行します。

各地区で行われている健康づくり活動を
紹介しています。

　金沢医科大学　総合内科学講師　女性総合医療セン

ター副センター長の赤澤　純代先生を講師に迎え、

「男性も女性も健康に生きる秘訣─食べ物、運動、生

活習慣があなたを作る─」という演題で血流をよくす

る体操などを交え、食事などの生活習慣が私たちのか

らだを作っていることや、生活習慣を見直して改善し

ていく大切さをお話していただきました。

　氷見市では平成24年度から「第2次氷見市ヘルスプラン

21」に取り組んでいます。その中からヘルスプランに関す

ることや、子ども・

大人世代の健康に関

することを問題にし、

クイズラリーを行い

ました。

今日から
『育自 〜自分育て〜』を
始めましょう！

氷見市健康大学　連携講座登録のお願い

氷見市民健康大学だより氷見市民健康大学だより氷見市民健康大学だより
氷見市民健康大学祭が開催されました

健康づくり講演会

「第２次氷見市ヘルスプラン２１」クイズラリー 健康づくりボランティア活動報告
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今回、健康づくり殿堂入りの証が12名、健康博士号が12名、
認定証が19名の方に交付されました。

  有島　　弘　池田登志子　河田　澄子　坂下　愛子
  濵井　睦子　東　あや子　前田美智子　松島よし子
  宮腰　孝道　山口　末子　他

 

  秋山美喜子　有島　　弘　岡部　澄惠　中川　榮子
  中田　武夫　西川加代子　福田貞美子　松原外與子
  南　貴美子　森　佐代子　山岸　みね　山岸　彌一

  秋山美喜子　有島千枝子　有島　　弘　岡部　澄惠　藏　　　實　坂井　貞子　新谷たまゑ　中原すずい
  濱谷喜美子　平崎　秀夫　松井　五月　松原外與子　宮脇　昌子　山岸　みね　山崎　政子　横江かをり　他

表彰された方々

　氷見市民健康大学は、市民の健康づくりへの関

心を高め、行動していただくために作られたどな

たでも参加できる大学です。

　健康講座や健康イベントの参加、健康診断の受

診や健康づくりを目的とした運動を続けている方

に市健康課より受講シールをお渡ししています。

専用の台紙に貼り、ポイントを貯めていただくと

50単位で認定証、100単位で健康博士、200単位

で健康づくり殿堂入りの証が授与されます。

あなたも市民健康大学に参加して、
健康づくりを始めましょう！
あなたも市民健康大学に参加して、
健康づくりを始めましょう！
あなたも市民健康大学に参加して、
健康づくりを始めましょう！

健康づくり殿堂入り（200単位取得者）健康づくり殿堂入り（200単位取得者）

健康博士（100単位取得者）健康博士（100単位取得者）

認定証（50単位取得者）認定証（50単位取得者）

このシールの発行は、平成24年度末（平成25年3
月31日）で終了します。
平成25年度の健康大学祭後、リニューアル予定
です。

健康づくり殿堂入りの証・健康博士号授与及び認定証交付式

もうちょ
っとがん

ばって

健康づく
りをして

シールを
集めてね
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保険料は年金からの天引きとなりますので納付書はありません。保険料のみのご案内です。
年金天引きで保険料を納めている人でも、口座振替に変更することができます。
希望される方は、市民課　医療保険・年金担当窓口にお問い合わせください。
ただし、滞納があった場合などは、変更できません。

市から送付された納付書や口座振替により保険料を納めてください。
すでに、口座が登録されている方には、納付書はありません。保険料のみのご案内です。
年度の途中で75歳になり資格を取得された人などは、すぐに年金からの天引きになりません。当初は納付
書で納めることになりますので、再度、通知書をご覧いただき、納付書がついていないかどうかご確認くだ
さい。

※口座振替を希望される場合は、届出が必要です。最寄りの金融機関でお手続き
ください。（これまで国民健康保険税を口座振替により納付されていた場合であ
っても、改めて手続きが必要となりますのでご注意ください。）

氷見市市民課　医療保険・年金担当
☎７４－８０６１

７月にお届けした通知書をもう一度ご確認ください。

後期高齢者医療保険料の
納め忘れはありませんか？
後期高齢者医療保険料の
納め忘れはありませんか？
後期高齢者医療保険料の
納め忘れはありませんか？

特別徴収（年金からのお支払い）

普通徴収（口座振替や納付書でのお支払い）
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　就職や退職などによる国民健康保険の加入や脱退は、できるだけ早めに届出をしてください。
※家族が代理で届出を行うこともできます。

⇒加入の届出が遅れると・・・
・国保加入の届出が遅れた場合でも、資格を得た月（職場の健康保険をやめた月）までさかのぼって保険税を
納めなければなりません。
・保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
⇒やめる届出が遅れると・・・
・保険証があるため、それを使って医療を受けてしまうと、国保が負担した医療費を後で返していただくこと
になります。
・ほかの健康保険に加入したとき、国保脱退の届出をしないと資格が加入のままになり、知らずに保険税を二
重に支払ってしまうことがあります。

　災害など特別な理由で生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯が、申請することで、
医療費の減免や徴収猶予を受けることができる制度です。
　減免等の期間は3か月～6か月までとなります。実収入月額や預貯金の判定基準などの詳細な条件はお問い合
わせ下さい。

【お問い合わせ先】　　市民課医療保険・年金担当　☎７４－８０６１

国保の
加　入

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険の被扶養者でなくなった
とき

他の市区町から転入してきたとき

任意継続期間が満了したとき

外国籍の人が加入するとき

職場の保険に加入したとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき

他の市区町村へ転出するとき

外国籍の人がやめるとき

退職者医療制度に該当するとき

住所、氏名、世帯主が変わったとき

修学のため、転出するとき

上記の方が卒業したとき

保険証をなくしたとき（あるいは汚れて
使えなくなったとき）

印鑑、職場の健康保険の喪失証明書

印鑑、職場の健康保険の被扶養者でなくなった証明書

印鑑、他の市町村の転出証明書

印鑑、任意継続の保険証

印鑑、在留カード等

国保と職場の健康保険の両方の保険証（後者が未交付
の場合は、加入したものを証明するもの）、印鑑

印鑑、国保の保険証

印鑑、国保の保険証、在留カード等

印鑑、国保の保険証、年金証書

印鑑、国保の保険証

印鑑、国保の保険証、在学証明書または学生証等

印鑑、国保の保険証

印鑑、身分を証明するもの（運転免許証など）

国保の
脱　退

その他

こんなとき 届出に必要なもの

保険の資格が変わったら届出を！保険の資格が変わったら届出を！

国民健康保険一部負担金
（窓口での一部負担金）減免等制度

国民健康保険一部負担金
（窓口での一部負担金）減免等制度
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　氷見市では、国民健康保険の被保険者証を毎年更新しています。
　今年度はオレンジ色のカード様式の被保険者証を1人に1枚交付します。
　新しい被保険者証は、9月中に世帯主あてに簡易書留郵便で送付いたしましたが、被保険者証が
届かない場合や、記載された内容に変更などがありましたら、ご連絡ください。

今回お送りする被保険者証の有効期限は原
則「平成25年9月30日」となります（それま
でに75歳に到達する方、65歳以上となる退
職者医療制度の被保険者とその被扶養者の
方をのぞきます）。

有効期限について

　70歳から74歳の氷見市国民健康保険に加
入している方には、診察を受けるときには、
必ず被保険者証と高齢受給者証を一緒に窓
口へ提示してください。
　なお、高齢受給者証は7月に送付済みです。

70歳から74歳までの方

お問い合わせ先　市民課医療保険・年金担当　☎７４－８０６１

10月1日からの国民健康保険
被保険者証は届きましたか？
10月1日からの国民健康保険
被保険者証は届きましたか？

～上手なお医者さんや薬局とのつきあい方～節約できる医療費節約できる医療費

　病歴や普段の健康状態を把握してい
る「かかりつけ医」がいると安心です。

　複数の医療機関で受診する場合に、処方箋を一
括して任せられるので便利。また、薬の重複チェ
ックをしてもらえるので、必要以上の
薬の服用を避けられ、薬代の節約にな
ります。

　休日や夜間の受診は、割増料金になり医療費の
増加につながります。やむを得ない場合を除き、
受付時間内の受診を心がけましょう。

こんな理由による休日・夜間受診はやめましょう

・時間外の方が、すいていることが多く、待ち時
間が短いから

・仕事が忙しく、通常の受診時間より遅い時間や
休日の方が都合が良いから

　自己判断で複数の医療機関を掛け持ちする「重
複受診」は、同じ検査の繰り返しなどで、医療費
の無駄になります。また、治療の重複で逆に症状
が悪化する危険性もあります。

　安心のためから、
むやみに薬をたくさ
ん欲しがる人がいま
すが、担当医の診断
や処方を信頼しまし
ょう。

◎「重複受診（かけもち受診）」は控えましょう

◎「薬のもらいすぎ」に注意しましょう

◎「かかりつけ医」をもちましょう

◎「かかりつけ薬局」をもちましょう

◎「休日や夜間の受診」を控えましょう

安心

便利

被保険者証（旧） 被保険者証（新）
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この広報紙は森林資源保護のため再生紙を使用しています。
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