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国民健康保険だより
発行／大和郡山市保険年金課 平成28年6月15日

ࠁࡺૉࣤǅড়ૉƊƱƊƺŹ¤
実施期間は平成28年6月1日から平成29年1月31日です。
※昭和16年10月1日〜昭和17年1月31日生まれの人は誕生日の前日まで

受診券の
有効期限を
ご確認ください

これまでのあなたの生活習慣により、自覚症状なく生活習慣病が進んでいる可能性があります。健診を
受診して身体の状態を確認し、もし問題があれば早期に生活習慣を見直す機会にしましょう！また、すで
に生活習慣の改善に取り組んでいる人は、これまでの成果を確認する機会にしましょう！

特定健康診査
（自己負担額は 1,000 円です）

≪対象者≫
４月１日現在で大和郡山市国民健康保険に加入している人で、
誕生日が昭和16年10月1日〜昭和52年3月31日の人

○退職等により４月２日以後に大和郡山市国民健康保険被保険者になった人には、
申請により受診券を交付します。
保険年金課給付係に保険証と認め印を持参の上、１０月末までに申請してください
（郵送での申請も可能です）。

特定健康診査から特定保健指導までの流れ

生活習慣改善の必要性が中程度の人

引き続き良い生活習慣を続けましょう。

特定保健指導
動機付け支援

生活習慣改善の必要性が高い人

治療が必要な人

後期高齢者健康診査

積極的支援

来年度の健康診査を
受けましょう

実施医療機関で
結果を聞きます

特定健康診査を
受けます

市役所から特定健診の
結果通知と情報提供
パンフレットが届きます

生活習慣改善の必要性が低い人

医療機関の受診を勧めます。
医師と相談しましょう。

≪対象者≫後期高齢者医療制度の被保険者で、
●75歳以上の人（昭和16年9月30日以前に生まれた人）
●65〜74歳の人で一定の障害があると認定された人

（自己負担額は 500 円です）
※

ただし、昭和16年5月1日〜昭和16年9月30日生まれの人には、誕生日の翌月下旬に受診券を送付します。

ড়ૉ༏༑ƷൺƝƜơःƢ£
Ļ߽ײਡƞŽ൧ƄƊƒ
×ࠁࡺૉࣤơŽొƼƎØ
ǅƇဥƂƓƈŷ¤
問い合わせ＝保険年金課 給付係153-1643
保健センターさんて郡山158-3333
大和郡山市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の保険証をお持ちの人は、
ご加入の医療保険者にお尋ねください。
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〜国民健康保険税 納税通知書を送付します。〜
平成28年度国民健康保険税納税通知書を7月中旬に送付します。

ଅ௱ৎԱƞஷຈƊƱƌ¤
国民健康保険では、保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が国民健康保険被保険者でない場
合でも、世帯に国民健康保険被保険者がいれば世帯主宛に納税通知書が送られます。ただし、保険税額は
被保険者のみで計算します。

ۯƢඥľةƚƌ¤
●通常、1年間
（4月〜翌年3月）
分の税額を8回の納期で納めていただきます。
平成28年度
平成28年

4月

期

平成29年

5月

別

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月 1月

2月

3月

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
平成28年

平成29年

納期限 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末
※納期限が、
土・日曜・祝日・休日の場合は、翌日が納期限となります。

1回が1ヶ月分とはなりませんので、
ご注意ください。
●特別徴収（年金からの天引き）の世帯は、年金受給月の年6回となります。

િࢼƢŽࣻƲƚƌžª

国民健康保険税
申告書

国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得、人数に応じて計算し
ます。5月下旬〜6月初旬に国民健康保険税申告書が届いた人で、申
告がまだお済みでない場合は至急申告書を必ずご提出ください。

ࠞନߨۣࠧਦſǂƽƱƌ¤
国民健康保険税は、世帯の前年中の所得等に応じて課税されますが、前年中の世帯の所得が、一定の基
準を下回っている場合、保険税の均等割額と平等割額を軽減しています。この軽減の基準が平成28年度か
ら変更になったことにより、保険税を軽減される人が拡大されます。
平成 27 年度
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平成 28 年度から

①5 割軽減の拡大

世帯の所得の合計額が33万円＋
（26万円×被保険者数）以下

世帯の所得の合計額が33万円＋
（26.5万円×被保険者数）
以下

②2 割軽減の拡大

世帯の所得の合計額が33万円＋
（47万円×被保険者数）
以下

世帯の所得の合計額が33万円＋
（48万円×被保険者数）
以下
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非自発的失業者を対象とした国民健康保険税の軽減措置について
倒産・解雇等の事業主都合による離職（雇用保険の特定受給資格者）や雇い止めなどにより離職
（雇用保険の特定理由離職者）したため職場の健康保険をやめ、国民健康保険に加入された人を対
象に国民健康保険税の軽減申請を受付しています。

௮ઁƛƝƾ
次のすべての条件を満たす人が対象です。
１ 離職時点で65歳未満であること。
２ 雇用保険受給資格者証を持っていること。
３ 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが
右記のいずれかであること。

離 職 者 区 分

離職理由コード

特 定 受 給 資 格 者

11，12，21，22，31，32

特 定 理 由 離 職 者

23，33，34

離職理由コードを
ご確認ください。

ߨࠧൺ
保険税の所得割を算定する際、対象となる人の前年所得の給与所得を30／100として算定します。

ߨࠧۉۯ
離職日の翌日から翌年度末までの期間の保険税が軽減されます。
（例）離職日が平成28年3月31日の場合、保険税の軽減は平成28・29年度分（平成30年3月まで）となります。

િଢ༏༑
保険証、雇用保険受給資格者証および印鑑を持参し、軽減適用申請書を保険年金課へ提出してくださ
い。その際、雇用保険受給資格者証の写しをいただきます。
※雇用保険受給資格者証がないと申請できませんので、紛失しないようにしてください。紛失した場合の再発行はハローワー
クにお問い合わせください。
※この軽減制度に該当されない場合でも、大和郡山市の条例による減免制度の対象となる場合もあります。

保険税についてのお問い合わせ…保険年金課保険税係

名称未設定-1 3

153−1646
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平成28
年度版

さぁ、モーニングセット検診を受けよう！

モーニングセット検診は、30歳以上の市民が胃がん検診と肺がん検診を
検診車で一度に受けることができる集団検診です。
昭和62年3月31日
以前生まれが対象です。
年に1回検診を受けましょう！

⑨郡山地区
⑧平和地区

④矢田地区
⑦西田中地区

①さんて郡山

⑤片桐地区

③治道地区
⑥筒井地区

②昭和地区

対象者

場所
① 保健センター「さんて郡山」

全市民

日程（すべて午前中）

募集方法など

９月1２日(月)、9月13日(火)
広報「つながり」でお知ら
12月12日(月)、
１2月13日(火)
平成２9年１月12日
（木）、1月13日(金) せ・募集します。
2月6日(月)

② 昭和地区公民館
昭和地区住民 7月11日
（月）、7月12日(火)
対象地区の人のみ回覧板
③ 治道地区公民館
治道地区住民
7月21日
（木）
などでお知らせ・募集しま
④ 矢田コミュニティ会館
矢田地区住民 8月19日
（金）、8月25日
（木）
す（昭和地区の受付は終
⑤ 片桐地区公民館
片桐地区住民 ８月１7日（水）、8月24日（水）
了しました）。
⑥ 南部公民館
筒井地区住民
１１月1日
（火）
地区住民対象の検診は、
⑦ 西田中町ふれあいセンター 西田中地区住民
１１月7日
（月）
地区社会福祉協議会との
⑧ 平和地区公民館
平和地区住民 １1月28日（月）、
１1月29日(火)
協力で実施しています。
⑨ 保健センター「さんて郡山」 郡山地区住民 １２月5日（月）、
１２月6日(火)
費用：胃がん検診（胃部エックス線検査）
１，
０００円
肺がん検診（胸部エックス線検査） ３００円
（喀痰検査）
７００円
ただし、①７０歳以上（昭和22年3月31日以前生まれ）の人②身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・ひと
り親家庭等医療費受給資格証を持っている人③生活保護世帯・市民税非課税世帯の人は無料です。
（③のみ保健セン
ターで事前手続きが必要）

で
機関
医療 時は…
たい
受け

大和郡山市の指定する医療機関で受ける個別のがん検診（大腸・
胃・乳・子宮）は6月から翌年2月末日の期間に1度、検診の補助が受
けられます。
詳細は広報「つながり」
をご覧ください。
※胃がん検診は集団または個別のどちらか1回

※乳・子宮がん検診は2年度に1回

大和郡山市保健センター「さんて郡山」 電話 ５８−３３３３
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FAX ５８−３３３０
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