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医 療 保 険 加 入 状 況
総 世 帯 数
総　 人　 口

17,688世帯
51,335人

国民健康保険
加　 入　 者

  7,172世帯 (40.55%)
11,803人 (22.99%)

後期高齢者
医療加入者   9,330人 (18.17%)

※（　）内は総世帯数・総人口に占める割合《平成25年12月末現在》

健康教室で野菜たっぷり料理に挑戦!

運動実践教室のヨガ体操でリフレッシュ!

 第 55 号



すこやか  2014.3　（2）

～毎食野菜を食べよう～

問い合わせ先：健康課　☎ 74－8062

＊朝からしっかりとれる
ように、前夜にゆでて
おいたり、煮物などは、
時間のある時に作り、
冷凍保存しておきま
しょう！

＊切り干し大根やひじきなど
の乾物や冷凍野菜などをス
トックしておきましょう！

野菜を手軽に食べる工夫

どんぶり

付け合わせの
野菜も
残さずに!

第2次氷見市ヘルスプラン21
マスコットキャラクター
けんちゃん・こうちゃん

第2次氷見
市

ヘルスプラ
ン21より

●作り置きしておくと便利 ●冷凍野菜や乾物を常備しておく

＊洗ってそのまま食
べられるトマトな
どは、手軽でおすす
めです！

●作り方
①芽ひじきは水で戻す。（さっ
と熱湯に通してもよい）
②ゆで野菜は、食べやすい長
さに切る。
③ハムは、せん切りにする。
④ボウルに①～③、コーンを
入れ、ドレッシングであえる。

＊ひじきなどの海藻類は、食物繊維やミネラルが豊富。野菜
不足のときに役立ちます。常備しておくと便利ですよ！

●材料（４人分）
芽ひじき(乾) 16ｇ
ゆで野菜 120ｇ
コーン(缶) 60ｇ
ロースハム 2枚
ドレッシング 大さじ2

エネルギー 67kcal
塩 分　0.9g

●すぐ使える野菜を常備しておく

ひじきの
サラダ

●外食では、１品料理より定食を選ぶ

家庭にある
食材で簡単に!

食べて
すぐに

寝ると
体重が

増えや
すい

らしい
よ!

お 手 軽 野 菜 レ シ ピ 健康的な食生活のポイント

●副菜を毎食食べる人の割合

　　１.朝食をしっかり食べる
　朝食は１日の活動源となるだけでなく、肥
満予防などさまざまな働きがあります。若い世代での欠食が
目立ちますので、家族ぐるみでとるように心がけましょう。
２.寝る前、２時間以内の飲食は控える
　夜になると、副交感神経が優位になり、昼間
の食事より食べたものが体脂肪として蓄積され
やすくなります。また、寝る前の飲食は、朝食の
欠食にもつながりますので、控えましょう。
３.主食、主菜、副菜そろえて、バランスよく食べる

　主食（ごはんやパン等）を中心に、主菜（肉、
魚、卵、大豆製品等）と副菜（野菜、きのこ、
海藻等）が並ぶ日本型の食事は、栄養のバラ
ンスが優れています。意識して副菜をとるよ
うにしましょう。

現　状 青　年
壮　年
高齢者

37.2％
43.1％
50.7％

目標値
（H33年度）

青　年
壮　年
高齢者

59％
63％
68％

●就寝2時間以内に食事や間食をすることを週2回以下にとどめている人の割合
現　状 青　年

壮　年
高齢者

60.2％
54.2％
77.2％

目標値
（H33年度）

青　年
壮　年
高齢者

68％
65％
82％
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　野菜を毎食、食べていますか？野菜に含まれるさまざまな栄養素は、
生活習慣病などの予防に効果があります。毎日の食生活に野菜をうま
く取り入れ、健康な毎日を過ごしましょう。

野菜を食べて健康に!

　健康で長生きするためには、野菜を成
人で１日当たり350ｇとることがすすめ
られていますが、最近の調査によると、
１日当たりの平均摂取量は286.5ｇと、
どの年代でも不足しているのが現状です。
目標量をとるには、あと70ｇ（野菜料理
１皿分）が必要です。

●身体の調子をととのえるビタミンやミネラルが豊富に含まれます。
●食物繊維には、整腸作用があり、便秘の予防に役立ちます。
●食後の血糖値の上昇を抑え、血中のコレステロールの増加を防ぎます。
●野菜に含まれるカリウムが、体液のバランスを保って血圧が上がるのを
防ぐ働きがあります。
●低エネルギーであるため、肥満や生活習慣病の予防に役立ちます。

１日の野菜摂取量が不足しています！

0

50

100

150

200

250

300

350
（g）

総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

286.5

243.9 257.7 262.2
289.5

317.0 307.5

野菜摂取量の平均値

平成24年国民健康栄養調査より

1日の目標量350g

野菜にはいろいろな効果が！

1日350ｇ以上食
べると

身体に必要なビ
タミンや

ミネラルが補給
できます。

１日で５皿食べるには・・・毎食野菜を食べることが必要です！
１日５皿が難しい場合は、まずは１皿増やすことからはじめましょう。

１日に５皿の野菜料理をとりましょう！

野菜サラダ おひたし
酢の物

野菜炒め
具だくさん汁

朝

1皿 2皿 2皿

昼 夕

野菜料理で5皿!（1皿で野菜約70ｇです）
１日に必要な野菜
350ｇ
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健康づくりボランティア
地区での活動を紹介します

　17組の親子が参
加しました。東地区
社会福祉協議会の
行事に健康づくり
ボランティアも協力
して行いました。

　加藤和子先生より口の中を清潔にすることは全
身の健康にもつながることを学びました。

　生涯骨太をテーマに調理実習をしました。　骨粗鬆症検診と予防のお話を聞きました。

　子育てサークル「女
良っこぷち」でおやつ
と食事についての話や
試食を行いました。

なーん、ボール
まわってこんぜ～

　40名程が輪になり、
音楽に合わせて布ボー
ル送りをしました。

笑いすぎて、
　腹痛～なった！

全部食べられたね♪
すごい！！

メリークリスマス☆
いい子にしてたかな？

みんなで
料理して
楽しいね！

家でも
作って
みたいわ～

　自治会の新井会長から地元を流れる昭和用水の
由来を聞きながら、用水沿いをウォーキングしまし
た。

ウォーキングの後の
カレーおいしかったね☆

はーい！
プレゼントは何かな～？

骨の強さを保つために
運動をしましょう！

私の骨密度はどうですか？

　谷内恵先生を講
師に迎えて、ヨー
ガ体験教室を開き
ました。

なんとかそれなりの
形になっていたかな？

心身ともに
リラックス
できました♪

料理の味付け
はどう？
おいしい？

朝起きて
歯をみがけば
一番いいですよ！ なんちゅう

口の中に
いっぱい菌が
おるがいの～！

問い合わせ先：健康課　☎ 74－8062

正顕寺さんでの
宝探しも
　楽しかったね♪
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応援しています!市民の健康づくり

健康づくりボランティア健康づくりボランティア 市民の
健康
づくり食

生
活

改
善
推
進
員

食
生
活

改
善
推
進
員

ヘ
ル
ス

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ヘ
ル
ス

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

母
子
保
健

推
進
員

母
子
保
健

推
進
員

が
ん
対
策

推
進
員

が
ん
対
策

推
進
員

食生活改善推進員　（406人）

「健康づくりボランティア」は氷見市から委嘱
されているボランティアで、４つの団体から構
成されています。各団体がそれぞれの得意分
野を生かし、地域に健康づくりの輪を広げる活
動を協力しながら行っています。

三世代ヘルシークッ
キングで、バランス
のとれた朝食づくり
に挑戦しました!

80歳で20本残せ
るように、みんなで
頑張るよ！

赤ちゃん訪問で氷見市の
子育てに関する情報を
紹介しています!

（　）は平成２5年４月１日現在の人数です

　氷見市で行う「健康づくりボラン
ティア養成講座」を受けていただく
と健康づくりボランティアになれます。
「自分や家族の健康を見直すきっか
けにもなりますよ！ぜひご参加くださ
い！」詳しくは、広報ひみ３月号をご覧
ください。

問合せ　健康課　☎７４－８０６２

平成25年度富山県環境保全衛生大会において、氷見市健康づく
りボランティア連絡協議会布勢地区が富山県知事表彰（厚生部
門功労）を受けました。

1,000歩を時間に直すと何分か知っていま
すか？
大人の平均では1,000歩＝約10分です!
10分歩くなら買い物で、ゴミ出しで、犬の散
歩で……できそうな時間でしょう？
今日から10分多く歩いてみませんか？

母子保健推進員　（43人）

乳幼児のいる家庭
への声かけや健康
教室のお手伝いな
どの活動をして、子
育て中のママをサ
ポートしています。

乳幼児から高齢者までを対象に料理教室等
を開催し、健康的な食生活をすすめる活動を
しています。

がん検診受診勧奨活動や健康教室を開催し、
がんの予防を推進する活動をしています。

ウォーキングや健
康教室を各地区
で開催し、健康づ
くりの輪を広げて
います。

ヘルスボランティア　（351人）

研修会で歯の大切さや手
入れ方法を学びました。

赤ちゃんかわいいね☆子
育て応援しとるよ♪

がん対策推進員　（257人）

がん検診の期間中
には「検診受けて
がん予防」の標語
の入ったのぼり旗を
設置するなど、がん
検診を受ける大切
さをPRしています!

毎年、検診
受けてね！

あなたも
健康づくりボランティア
になりませんか？

健康づくりボランティアからの健康マメ知識

「歩いて健康に!」「歩いて健康に!」
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問い合わせ先：税務課住民税担当　☎７４－８０４３

国民健康保険税を特別徴収（年金からの引き落とし）で
納付していただいている皆さまへ

国民健康保険税を特別徴収（年金からの引き落とし）で
納付していただいている皆さまへ

　国民健康保険税の納付方法が、「特別徴収（年金からの引き落とし）」となっている方について、申し出
により納付方法を「口座振替」に変更することができます。
　「口座振替」への変更をご希望の方は、税務課窓口で申請書の記入をしていただく必要があります。

　これまでの納付状況等により、口座振替への変更が認められない場合があります。
国民健康保険税を滞納すると、次年度以降、特別徴収（年金からの引き落とし）で納めていた
だくことになります。

手続きに際しては、口座振替依頼書の提出が必要に

なりますので、次のものをご持参ください。

① 口座振替をする金融機関の預金通帳
② 預金通帳のお届け印
③ 健康保険証

ご注意

倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方の
国民健康保険税が軽減されます。

倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方の
国民健康保険税が軽減されます。

次のすべての条件を満たす方が対象です。次のすべての条件を満たす方が対象です。

　雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方の国民健康保険税は、離職日の翌日の月から翌年度
末まで、該当者ご本人の算定対象である前年所得のうち、給与所得のみ100分の30として算定します。

※季節労働者（雇用保険特例受給資格者証をお持ちの方）や高齢者の離職者（離職時65歳以上の方）は該
当しません。

◎軽減を受けるには申請が必要です。
　雇用保険受給資格者証・印鑑をご持参のうえ、税務課住民税担当（または市民課医療保険・年金担当）
の窓口で申請してください。 

●平成２１年３月３１日以降に離職された方
●離職日に６５歳未満である方
●雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22, 23,31,32, 33,34に該当される方

国民健康保険加入世帯は所得の申告が必要です。国民健康保険加入世帯は所得の申告が必要です。

※ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。※ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。

　国民健康保険の加入者は、所得の有無に関わらず所得申告が必要です。世帯主、加入世帯員が一人でも未申
告状態ですと、「国民健康保険税の軽減が受けられない。」「高額療養費などの算定時に自己負担限度額分が高
くなる。」などの不都合が生じることがあります。申告の必要な方は4月14日までに申告をしてください。

●所得税の確定申告や、市・県民税の申告をした人
●所得が給与のみで給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
●所得が公的年金のみで、公的年金等支払報告書が市役所に提出されている人
●当該年度に税法上の被扶養者となっていて、収入（所得）のない人
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問い合わせ先：市民課医療保険・年金担当　☎７４－８０６１

　ご自分のできる範囲で目標を立て、コツコツ取り組まれ
たことによって生活習慣の改善がみられ腹囲・体重とも数
値がダウンしました。カロリー計算による食事改善や工夫し
た運動を目標に設定されており、素晴らしいです。今後も継
続して取り組み、健康な生活を目指しましょう。

自分の血管の状態
、

知っていますか？
自分の血管の状態

、

知っていますか？

　氷見市国民健康保険では、保健師や管理栄養士が、面談や電話などに
より栄養や運動の目標を一緒に立て生活習慣の改善をお手伝いするこ
と（特定保健指導）を行っています。
今回は、からだ改造教室（特定保健指導）に参加された方の６カ月の支
援を終えての体験談を掲載します。

＝からだ改造教室に参加して＝　Ａさんの体験談
　私は、肥満の見本（ズングリコロコロ）のような体型で運動
は苦手、カロリー計算についてわからず、自分で好きな味付け
をして食べていたので、健診を受けたらメタボリックシンド
ローム判定となりました。少しは「スリムになりたいなあ」と
思い目標を立てて頑張りました。毎日体重計に乗り、体重をグ
ラフに書き入れました。いつも起きる時間より15分早起き
し、朝と夕方は犬の散歩をして、仕事の休み時間に食べていた
お菓子の量を減らしました。その結果、6カ月でどうにか体重
がダウンしました。参加された方の中には毎日1万歩近く歩
き、カロリー計算をして野菜中心の食事で10㎏以上減量した
方がおられました。減量し、健康でいられる方の話を聞いて私
もがんばってみようと思いました。
　これからも運動や食事に気を配り内臓脂肪を
減らしてあと4㎏ダウンを目指して健康で楽し
い生活を送っていきたいと思います。

　心臓発作、脳梗塞などの生活習慣病は、気づいたときに「ある日突然
」起こるように見えますが、それは違うのです。生活習慣病を引き起こ
す「血管」の変化は自覚症状のないまま進行します。
　その変化にどうやって気づくか…それは健診を受けるしかありません!!
　健診結果では、血液中の血糖・脂質の量や血圧といった「血管」の状
態がわかります。

　「血管」の状態は、食事を改善したり運動を取り入れたりと生活習慣を見直すことによって改
善することが可能です。
　氷見市では、その生活習慣の改善のお手伝い（特定保健指導）を無料で行っています。
　ぜひご参加ください！専門のスタッフ（保健師・管理栄養士）がサポートします！

毎年一回は健診を受け、生活習慣の改善に取組み「元気な血管」を保ちましょう!

健 康 で 楽 し い 生 活 を 送 る た め に も

特定保健指導を受けよう!

◆Aさん（72歳　女性）
平成24年11月～平成25年6月
特定保健指導を利用

これまで
　　　食　事
残りものがあるとつい食べてし
まう。

　　　運　動
犬の散歩をしているが、ダラダ
ラと歩いていることが多い。

教 室
参加後

　　　食　事
仕事の合間の間食を減らす。

　　　運　動
夜寝る前に、自分ができる寝返
り運動左右50回ずつを行う。
1日7,000歩を目標として歩く。

⇒自分にできる範囲で目標をもって
　取り組むことができました。

教室参加６カ月後

腹囲⇒ ４㎝ダウン

体重⇒２.４㎏ダウン
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問い合わせ先：市民課医療保険・年金担当　☎７４－８０６１

国 民 健 康 保 険 か ら の お 知 ら せ

特定健診キャッチコピーの募集について
　心臓発作、脳梗塞などの生活習慣病は、「ある日突然」起こるように見えますが必ずその予兆があ
ります。その予兆はどうやって気づけるか…それは特定健診を受け「血管の状態」を知るしかあり
ません！生活習慣病を引き起こす「血管」の変化は自覚症状のないまま進行します。生活習慣病を
早期発見・早期予防するためにも特定健診を受診することを促進し、市民の皆さまが関心を持って
くれるようなキャッチコピーを募集します。

◆応募内容　特定健診を受診することを促す内容であること。（30文字以内）
◆応募要項　①用紙等は問いません。「特定健診キャッチコピー申し込み」と記入してください。

②キャッチコピー、氏名、イニシャルまたはペンネーム、住所、電話番号を記入して
応募ください。
③締切は平成26年3月31日㈪必着とします。

◆提出先と方法　〒935－8686　氷見市丸の内１番１号　市民課医療保険・年金担当
TEL 74－8061、FAX 72－8060、Eメール iryouhoken@city.himi.lg.jp
郵送、FAXまたはEメールでご応募ください。

昭和19年4月1日以前生まれで、既に70歳以上の人は、これまでどおり1割に据え置かれました。
昭和19年4月2日以降生まれの人は、70歳の誕生日の翌月（1日が誕生日の人はその月）から2割と
なります。
現役並み所得者（※）の自己負担割合は３割のままで変更ありません。

（※）現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被
　　　保険者がいる方です。

ただし、収入額の合計が下記の場合、申請により「現役並み所得者以外」の負担割合になります。ただし、収入額の合計が下記の場合、申請により「現役並み所得者以外」の負担割合になります。

70歳以上75歳未満の人の自己負担割合70歳以上75歳未満の人の自己負担割合

現役並み所得者以外
ただし、後期高齢者医療制度の
対象となる一定の障害があると
認定された人は除く

現役並み所得者以外
ただし、後期高齢者医療制度の
対象となる一定の障害があると
認定された人は除く

現役並み所得者（※）現役並み所得者（※）

昭和19年4月1日
以前生まれの人
昭和19年4月1日
以前生まれの人 1　割1　割

昭和19年4月2日
以降生まれの人
昭和19年4月2日
以降生まれの人 2　割2　割

3　割3　割

●同一世帯の７０歳以上７５歳未満の国保被保険者が１人の場合：383万円未満
●同一世帯の７０歳以上７５歳未満の国保被保険者（後期高齢者医療制度に移行
　した旧国保被保険者を含む）が２人以上の場合：520万円未満

　平成26年４月１日から、国民健康保険の70歳以上75歳未満被保険者の
一部負担金の取扱いについて下記のとおり自己負担割合が変わります。
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問い合わせ先：市民課医療保険・年金担当　☎７４－８０６１

国民健康保険一部負担金（窓口での一部負担金）
減免等制度をご利用ください。

ジェネリック医薬品をご存じですか？

後期高齢者医療からのお知らせ
後期高齢者医療制度における平成26・27年度の保険料率が決定しました。

　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
件は市民課までお問い合わせください。

保険料率は2年ごとに改定することになっています。
今回の改定では、被保険者均等割額及び所得割率については見直しがありませんでしたが、
賦課限度額が55万円から57万円に引き上げられました。

所得の低い方及び会社の健康保険の被扶養者であった方の保険料は従来どおり軽減されます。
１年間の保険料額決定通知書は、毎年７月中旬頃に郵送いたします。

被保険者均等割額と所得割額を合計して、個人単位で計算します。
保険料の上限は57万円です。

　氷見市と富山県後期高齢者医療広域連合では、医療費削減効果の大きい
方々に対し、ジェネリック医薬品に関するお知らせを年２回送付しております。
　この通知書は現在処方されている新薬をジェネリック医薬品に切り替ること
によって、薬代がどれくらい軽減できるか、その一例をお知らせするものです。
　この通知書を持参し、該当の医薬品を処方している医師か薬剤師に、
ジェネリック医薬品への切替えをご相談ください。

※ジェネリック医薬品とは
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先発医薬品）の特
許期間（20～25年）が切れた後に、厚生労働省の承認を受けて新薬と
同じ有効成分でつくられるお薬のことです。新薬よりも安価なので、
薬代の軽減が期待できます。

「ジェネリック医薬品に関するお知らせ通知書対象医薬品」
不整脈用剤、利尿剤、血圧降下剤、血管拡張剤、高脂血症用剤、
消化性胃潰瘍剤、その他の血液・体液用剤、糖尿病用剤、
その他のアレルギー用薬

保険料の計算について

43,800円
（被保険者全員が等しく負担）

保険料 均等割額　43,800円 基礎控除後の総所得金額等×所得割率8.6%

8.6％
（被保険者が所得に応じて負担）

被保険者均等割額 所得割率 平成24・25年度
均等割額
所得割率
賦課限度額

43,800円
8.6％
55万円

参考

所得割額＋＝



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、国民健康保険税と会社の
健康保険料を二重に支払ってしまうことがあります。

問い合わせ先 市民課医療保険・年金担当　☎74－8061

･･･春は異動の季節
････

保険の資格が変わったら届出を
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。
詳しくは市民課（℡０７６６－７４－８０６１）へお問合せください。
※家族が代理で届出を行うこともできます。

国保加入の手続きは、社会保険が喪失した年月日以降に届出をお願い致します。

※１　すでに学生用の保険証（㊫被保険者証）を交付している学生が卒業した場合
学校を卒業されている場合には㊫非該当届が必要です。下記に記載してあります書類を持参のうえ、手
続きをお取り下さいますようお願い致します。
　・印鑑　・㊫国民健康保険証 
なお、就学を終えても住民票が他市町村にある場合は、住所地での国保加入の手続きが必要になります。
市民課で被保険者期間を証明する＜被保険者加入証明書＞を交付しますので、申し出てください。

こ ん な と き 届出に必要なもの

国保の
加　入

職場の健康保険をやめたとき 印鑑、職場の健康保険の喪失証明書

職場の健康保険の被扶養者でなくなった
とき

印鑑、職場の健康保険の被扶養者でなくなった
証明書

転入してきたとき 印鑑、他の市町村の転出証明書

任意継続期間が満了したとき 印鑑、任意継続の保険証
（任意継続が満了した証明書）

国保の
脱　退

職場の健康保険に入ったとき 印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証

職場の健康保険の被扶養者になったとき 印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証

転出するとき 印鑑、国保の保険証

その他

退職者医療制度に該当するとき 印鑑、国保の保険証、年金証書

住所、氏名、世帯主が変わったとき 印鑑、国保の保険証

修学のため、転出するとき
印鑑、国保の保険証、＜在学証明書、学生証、
入学通知書のうちいずれか１点＞
転出手続きの際に必ず申し出てください。

学生保険証交付済みの方が卒業する場合 印鑑、㊫国民健康保険証　下記※１
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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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