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　均等割の軽減対象世帯が拡大
　均等割の５割・２割軽減の対象とな
る世帯の所得判定基準が、右の表1の
とおり、変わります。

　所得割の軽減が廃止
　一定所得額以下の方には所得割が２
割軽減されていましたが、今年度から
軽減なしとなりました。

　高額療養費は、自己負担限度額を超
えた分の医療費が払い戻される制度で
す。右の表2のとおり、自己負担限度
額が変わります。住民税非課税世帯は
変わりません。
　また、75歳になり、月の途中で後期
高齢者医療制度に加入した方は、その
月の自己負担限度額が２分の１に調整
されます。

　均等割の軽減割合が引き下げ
　後期高齢者制度に加入したときに、被用者保険の加入者に扶養されていた
方の軽減割合が、７割から５割に変わりました。
※所得割は掛かりません。所得額により、均等割の軽減割合が９割、または
　8.5割になる場合あり。

保険料の詳細は７月に

個別に送付します

後期高齢者医療制度等の一部が変更
高齢者の保険料等を現役世代より低く抑える特例の見直しによって、変更されました

保険料の軽減対象・割合・保険料率
が変わりました

75歳以上の方

８月から、高齢者の高額療養費の
自己負担限度額が変わります

70歳以上の方

平成30・31年度　保険料の計算方法（前年度比）

均　等　割
被保険者が

等しく負担する額
50,205円
（＋396円）

所　得　割
被保険者本人の

所得に応じて負担する額
（同29年中の所得－33万円）

×10.59％（＋0.08ポイント）

１年間の
保険料

限度額 62万円
（＋５万円）

100円未満切り捨て

●後期高齢者医療制度加入者…………国民健康保険課　25・8536
●国民健康保険加入者…………………国民健康保険課　25・6247
●その他の方………………………………………加入している保険者

問い
合わせ

前年の所得が以下の金額より低い世帯均等割軽減割合 年度
33万円＋（27万円×世帯の被保険者数）
　
33万円＋（27万５千円×世帯の被保険者数）
33万円＋（49万円×世帯の被保険者数）
　
33万円＋（50万円×世帯の被保険者数）

29

30・31

29

30・31

５割軽減

２割軽減

※過去12か月に３回以上、世帯単位で高額療養費が支給された場合の４回目以降の
　自己負担限度額。

区　　分 課税所得 １か月の自己負担限度額
690万円

以上
380万円

以上
145万円

以上

252,600円＋（医療費－842,000円）×１％
〈140,100円※〉

167,400円＋（医療費－558,000円）×１％
〈93,000円※〉

  80,100円＋（医療費－267,000円）×１％
〈44,400円※〉

18,000円
１年間の自己負担額合計の限度額は144,000円

57,600円  〈44,400円※〉

外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人単位）
外来＋入院
（世帯単位）

現
役
並
み
所
得
者

一
　般
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国民健康保険（国保）
新しい保険証を７月末までに送付

　８月からは新しい保険証を使って
ください。

集合住宅に住んでいて保険料を滞
納していない方に限り、簡易書留で
の送付可。希望者は、世帯主の住所
・氏名・電話番号・保険証の記号番
号の他、「簡易書留希望」と書いて、
はがきか封書で、6／25㈪までに国
民健康保険課に申込みを
※宛先の書き方は本誌３ページ参照。

限度額適用認定証の申請・交付
　提示することで、医療機関の窓口
で支払う医療費が自己限度額までに
なります。市民税非課税世帯の方に
は、入院中の食事代の減額認定を兼
ねた「限度額適用・標準負担額減額
認定証」を交付します。いずれも申
請が必要です。現在、認定証を持っ
ている方で、８月以降も認定証を必
要とする場合は、７／２㈪以降に改
めて申請してください。

市民税課税世帯の69歳以下の方
市民税課税世帯（課税所得145万

円以上690万円未満）の70〜74歳
の方　 市民税非課税世帯の方

保険証と印鑑を持参し、国民健康
保険課・各支所
※市民税非課税世帯で、申請月を含
　む過去12か月間に91日以上入院
　した方は、入院期間が記載された
　領収書を持参すると、食事代が減
　額。

保険料の滞納者には交付不可。特
別な理由があると認められる場合は
例外あり

国民健康保険課（総合庁舎１階　
25・6247）

後期高齢者医療制度
新しい保険証を７月末までに送付

　届きましたら、新しい保険証（桃
色）を使ってください。

保険料額決定通知書を７月中旬に
　送付
　保険料額決定に当たり、所得状況
の確認が必要な方には、別に申告書
を送付しますので期限までに提出し
てください。

負担割合の判定基準
　負担割合は原則１割です。ただし、
同一世帯の後期高齢者医療被保険者
のうち、今年度の市民税課税標準額
が145万円以上の方がいる場合（昭
和20年１月２日以降生まれの方は例
外あり）は、３割負担になります。
そのうち、申請により１割負担にな
る方には６月末頃に申請書を送付し
ますので、必ず提出してください。

限度額適用・標準負担額減額認定
　証の申請・交付
　提示することで、医療機関の窓口
で支払う医療費が自己限度額までに
なり、入院中の食事代が減額されま
す。後期高齢者医療被保険者のうち
市民税非課税世帯の方が対象で、申
請が必要です。保険証と印鑑を持参
し、国民健康保険課で申請してくだ
さい。
　現在、認定証（橙

だいだいいろ

色）を持ってい
て、引き続き資格要件を満たす方に
は、８月から使える新しい認定証（水
色）を７月末までに送付します。

国民健康保険課（総合庁舎１階　
25・8536）

成年後見制度
市民後見人養成研修説明会

７／20㈮　18：30〜20：30
ときわ市民ホール（５の４）
９月中旬から開催予定の養成研修

を受講する方は参加が必要
７／17㈫までに成年後見支援セン

ター 23・1003、 23・1118

介護保険
保険料納入通知書の送付
　７月中旬に、65歳以上の方へ今年
度の介護保険料納入通知書を送付し
ます。
納付方法　 特別徴収の方＝仮徴収
（４月・６月・８月に年金から保険
料を引き去り）されている方は、年
間保険料額から仮徴収した分を差し
引いた額を10月・12月・翌年２月に
振り分けて、年金から引き去り　

普通徴収の方＝年間の保険料を７
月から翌年２月までの８回に分けて、
納付書または口座振替により納付

介護保険課 25・5356

介護保険事業計画市民説明会
　第７期介護保険事業計画の内容や
介護保険料等について説明します。

長寿社会課 25・9797

重度心身障害者医療費助成
医療費受給者証の更新
　医療費受給者証の有効期限は、７
月31日㈫です。現在受給中の方の資
格要件を確認し、更新になる方には
８月からの受給者証を、更新できな
い方には通知文を７月末までに送付
します。
　なお、受給資格は平成29年中の所
得で認定します。同28年中の所得が
基準額を超えていたため助成を受け
ていない方で、同29年中の所得が基
準額に満たない方は申請が必要です。

国民健康保険課 25・8536
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東部住民センター
（東光５の２）
東鷹栖公民館
（東鷹栖４の３）

東旭川公民館
（東旭川町上兵村）

神居住民センター
（神居２の17）

永山住民センター
（永山７の４）

北部住民センター
（春光５の４）

神楽公民館（神楽３の６）

7／３㈫
14：00から

7／２㈪
14：00から

7／６㈮
14：00から
7／９㈪
18：30から
7／10㈫
14：00から

末広公民館（末広１の２）7／11㈬
18：30から

永山公民館（永山３の19）7／12㈭
18：30から

市民文化会館（７の９）7／13㈮
14：00から

7／４㈬
14：00から

６／29㈮
14：00から

神楽岡地区センター
（神楽岡12の２）

日時 場所

7／５㈭
14：00から

国民健康保険
被保険者証

保険証兼高齢受給者証

高齢
受給者証

70歳以上の方へ
　これまで別々に交付していた保
険証と高齢受給者証を、今回から
１枚にまとめます。

７
月
ま
で

８
月
か
ら

北　海　道
国民健康保険
被 保 険 者 証
兼高齢受給者証

有効期限
交付年月日
適用開始年月日
発効期日

一部負担金の割合　 割

記　　　号
氏　　　名
生 年 月 日
世 帯 主 名
住　　　所

昭和 年 月 日

旭川市 条通 丁目

番　　号　　

保険者番号
交 付 者 名 　旭　川　市

０１００４１

性別　　

印

旭

平成 年 月 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日



20こうほう旭川市民　2018（平成30）年◦６月

７月は愛の血液助け合い運動月間
献血場所　北彩都あさひかわ献血ル
ーム（宮下通７　イオンモール旭川
駅前４階　 25・5660）
受付時間　10：00〜18：00

保健総務課 25・6354

食生活改善地域講習会
　食生活改善推進員による調理実習
や、栄養士の講話等を行う講習会を、
今年度中に市内で40回開催します。
日程や会場等は電話でお問い合わせ
ください。

各回300円
保健指導課 23・7816

胃・肺・大腸がん巡回検診

申込み不要。持ち物や検診料等は、
問い合わせを
※大腸がん検診は当日、会場で受付け。
　後日、便を提出。
※旭川がん検診センター（末広東２
　の６　 53・7111）でも受診可。
　希望者は同センターに申込みを。

健康推進課 25・6315

あさひかわ健康マイレージ事業
　健康診断やがん
検診、市が指定す
る健康・スポーツ
イベントなどに参
加して、ポイント
をためる制度です。
６ポイントたまる
と、抽選で協賛企
業から特典がもらえます。
　参加方法などは、チラシや市 を
ご覧ください。
配布場所　総合庁舎・第二庁舎・第
三庁舎案内、各支所、東部まちづく
りセンター（豊岡３の３）、健康推
進課（第二庁舎３階）
取組期限　来年３／31㈰

20歳以上の市民
特典は決定次第、市 に掲載。昨

年度は市内企業から米や食事券など
の提供がありました

健康推進課 25・6315

がん患者サロンひまわりミニセミナ
ー「笑いヨガ講座」

6／27㈬　13：00〜14：00　
市立旭川病院（金星町１）　
がん患者とその家族
電話か、住所・氏名・電話番号を

記入してファックスで、市立旭川病
院がん相談支援センター 24・31
81、 26・0008

心の健康に関する催し
①精神科医師による心の健康に

関する相談（予約制）＝7／18㈬　
②旭川自死遺族わかちあいの会＝７
／20㈮　13：30〜15：00　

①第二庁舎２階　
②第三庁舎保健所棟１階

①精神科・心療内科への通院歴が
ない方、その家族　
②自死遺族の方
※いずれも初めての方は、参加前に
　保健師の個別相談あり。

健康推進課 25・6364

と　き と　こ　ろ
①２日㈪ ⑧11日㈬
②３日㈫

　10日㈫⑦26日㈭

④５日㈭
⑤６日㈮

７月の市民健康相談（予約制） と　こ　ろ と　き
春光台公民館（春光台３の３）
豊岡地区センター（豊岡11の３）

東部住民センター（東光５の２）
忠和地区センター（忠和５の５）

北星地区センター（旭町２の８）

永山住民センター（永山７の４）
北部住民センター（春光５の４）

神楽岡地区センター（神楽岡12の２）

⑥６日㈮

末広地区センター（末広２の４）

愛宕公民館（豊岡７の９）
神居公民館（神居２の９）

緑が丘住民センター（緑が丘３の３）
永山公民館（永山３の19）
おぴった（宮前１の３）
第二庁舎３階

⑮31日㈫

　４日㈬
③13日㈮
　25日㈬

⑨11日㈬
神居住民センター（神居２の17）⑩12日㈭

⑫26日㈭
⑪25日㈬

⑭30日㈪

⑯31日㈫

⑬27日㈮

　健診結果の数値の見方、メタ
ボリック症候群等についての説
明、健康相談
※⑭は歯科相談も実施。　
　生活習慣病予防等に関する相
談を希望する方
※来場できない方には、訪問ま
　たは電話による健康相談も実
　施。
　保健指導課　26・2397

内

対

申

大町北鎮会館
（大町２の10）
北星地区センター
（旭町２の８）

旭川点字図書館
（７の14）

北星公民館
（北門町８）

叡福寺
（３の16）

永山住民センター
（永山７の4）

7／３㈫　
９：00～10：00

7／２㈪　
９：00～10：00

７／13㈮　
８：00～10：00
７／17㈫※　
９：00～10：00
※印の日は国保特定健診・後期高齢者医
　療健診も受診可。事前に申込みが必要

7／５㈭　
９：00～10：00

7／２㈪
８：00～10：00

昭徳寺
（旭町２の13）

実施日時 検診会場
胃・肺・大腸がん巡回検診

７／10㈫・11㈬※
・12㈭※　
９：00～10：00

主
な
施
設
の
連
絡
先

●市民文化会館（７の９　　25・7331）
●大雪クリスタルホール（神楽３の７　　69・2000）
●井上靖記念館（春光５の７　　51・1188）
●彫刻美術館（春光５の７　　46・6277）
●博物館（神楽３の７　　69・2004）
●科学館（宮前１の３　　31・3186）
●旭川文学資料館（常磐公園常磐館内　　22・3334）

　落雁などの和菓子を作るときに使われる
菓子木型と、道内有数の菓子木型職人とし
て旭川で仕事をした但野傳助さんの作品を
紹介します。但野さんが彫り上げたタイや
エビ、ツル、カメなどの形の菓子木型から
は、職人の優れた技術が伝わってきます。
　この他、小樽市に収蔵されている、企業
や学校の記念行事のために作られた菓子木
型も展示します。ぜひ、ご覧ください。

観覧料　
大人300円、高校生200円、
中学生以下は無料

　企画展ワークショップ
　木型で干菓子作り
内容　菓子木型で和三盆の干菓子作り
とき　７月16日㈪　午後１時30分～３時
対象　小学４年生以上
定員・参加料　10人・1人1,500円
講師　菓子木型職人　池亀由紀さん
【申込】７月４日㈬から、博物館　69・
2004

博物館
企画展
「菓子木型～木型職人と和菓子のカタチ」展
と　き　７月14日㈯～８月19日㈰　午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）
ところ　博物館（神楽３の７）

夏期無休開館＝科学館・博物館・彫刻美術館・
井上靖記念館は、６月から９月まで休まず開館

落雁（複製）と木型

らくがん

みんな
来てね！

健康コラム❶

　熱中症は、真夏だけでなく、暑さに慣れていない
今の時期にも起こります。しっかり予防しましょう。
　熱中症予防のポイント
●外出時は、日傘や帽子などで日差しを防ぐ
●冷却用品を使って首元を冷やす
●室内でも小まめに水分の補給をする
●部屋の風通しなどを工夫する
　高齢者と乳幼児は、特に注意
　高齢者は、暑さや喉の渇きを感じにくく汗の量も少ないため、室内でも
熱中症になることがあります。乳幼児は、体温調節機能が十分に発達して
いない上、身長が低いことやベビーカーに乗ることで、地面からの照り返
しを強く受け、大人が感じる以上に高温の環境の中にいます。
【詳細】保健指導課　26・2397

健康に関する情報をお届けします

熱中症に気を付けて！

のど


