町からのお知らせ
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29年度
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広報しばやま

国民健康保険

26年度

正しい受診で医療費の適正化を！

25年度

町民税務課 国保年金係 ☎ ‐３９１３

111,241

病気やケガをしたときに使う国民健康保険の正しい受診方法
をご存知でしょうか？正しい知識を身につけて適正な受診をお
願いします。

105,303

Ｑ＆Ａ

てお薬手帳を利用することによ
り、薬歴が分かるので重複処方
を防ぐことや、飲み合わせなど
の服薬の相談もできるようにな
ります。
２． ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品（ 後 発

医薬品）
を使おう
ジェネリック医薬品（後発医
薬品）とは、特許期間の過ぎた
新薬（先発医薬品）と同じ効能
のある処方薬で、新薬
よりも低価格です。
ジェネリック医薬品
に切り替えることで医
療費の抑制につなが
り、医療機関での窓口
負担も少なくなる場合
がありますので、医師
や薬剤師に相談してみ
ましょう。
３．体 を 大 切 に し ま
しょう
一度生活習慣を見直
し、栄養・運動・休養
をバランスよく取りま
しょう。
病気になる前に予防
することが最高の治療
法かつ医療費の節約法
となりますので、病気
にならない生活習慣を
心がけましょう。

99,418

100,000

77

ります。
１．医療機関のかかり方
軽い症状や同じ病気などで、
「複数の医療機関を受診する」
「休日・夜間に受診する」「最
初から大病院を受診する」「医
師の指示を守らない」などを行
うと医療費を増やしてしまうだ
けでなく、重複する検査や投薬
により体に負担がかかることが
あります。
また、同時に医師の負担増加
となり、本当に必要な人に医療
の手が届かなくなる可能性があ
ります。
※かか
 りつけ医・かかりつけ薬
局を持っていますか？
体のことを理解している医師
がいると安心です。信頼できる
身近な医師を見つけ、気になる
ことがあったら最初にかかりつ
け医に相談する習慣をつけま
しょう。
また、かかりつけ薬局を決め

101,425

0

95,753

50,000

235,200

256,723

281,919

256,774

250,000

単位（円）

１人当たりの保険税

１人当たりの医療費

300,000

問

Ｑ．医
 療費ってなに？
Ａ．皆
 さんが医療機関を受診す
るときにかかるお金を「医療
費」といいます。
ま
 た、国民健康保険の医療
費の主な財源となっているの
が、国民健康保険税です。医
療費が増えると国民健康保険
税も増額せざるを得なくな
り、家計への負担も大きく
なってしまいます。
※（図 ）参照
Ｑ．医
 療費が増えてしまう原因
は？
Ａ．高
 齢化や医療技術の進歩、
生活習慣病の増加や重複・頻
回受診、安易な受診などが挙
げられています。
Ｑ．ど
 うやったら医療費は減る
の？
Ａ．次
 のようなちょっとした心
がけが医療費の削減につなが

150,000

237,700

200,000

１人当たりの医療費と国民健康保険税額
（図１）

医
療

TOWN INFORMATION

子ども医療費助成受給券の更新

7

国民年金保険料免除・納付猶予制度

新しい受給券を郵送します

福祉保健課 子育て支援係 ☎ ‐３９１４

現在お使いの子ども医療費助成受給券の有効期限は、令和元
年 月 日です。令和元年 月 日以降の新しい受給券は、
月末に郵送予定です。
31

国民年金保険料の免除制度があります

未納のままにしておくと…

77

照会ができない方につきまして
は、場合により必要な書類の提
出をお願いすることがございま
す。
■登録事項の変更について
保護者、住所、氏名、加入保
険などの登録事項に変更が生じ
た場合は届け出が必要です。
福祉保健課子育て支援係にて
手続きをお願いします。

1

町民税務課 国保年金係 ☎ ‐３９１

国民年金保険料免除制度

保険料を納めることが難しい場合は、未納のままにせず、
「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってくだ
さい。

収入の減少や失業などにより
保険料を納めることが経済的に
難しいとき、保険料の全額また
は一部が免除されます。

7

■更新にあたっての注意
平成 年中の収入・所得に関
する申告（確定申告、住民税申
告または年末調整など）がお済
みでない方は、新しい受給券を
発行することができませんの
で、速やかに申告の手続きをお
済ませください。
また、平成 年１月１日以降
の転入者で、マイナンバー情報

8

2

・障害
 や死亡といった不測の事
態が生じたとき、障害基礎年
金・遺族基礎年金が受けられ
ない場合があります。
・老齢
 基礎年金を将来的に受け
取れない場合があります。

国民年金保険料納付猶予
制度

問

しばっこカフェは４月からオープンし
ており、認知症の方やその家族が気軽に
参加し、お茶を飲みながら参加者同士の
交流・情報交換をしています。
また、参加者全員で笑いヨガや歌を
歌ったりもします。
ぜひ、遊びにいらしてください。
■開催日時 毎月１回開催
午後１時30分～３時
■会場 福祉センター「やすらぎの里」
１階機能訓練室
■参加費 100円（茶菓子代として）
■８～11月の開催予定日
８月27日㈫、９月25日㈬、10月29日㈫、
11月26日㈫

問合せ

８～11月までのしばっこカフェの開
催日を下記のとおりお知らせします。

77

○手続きについて
町民税務課国保年金係
3912
☎
○必要書類などの詳細について
ねんきんダイヤル
1165
☎0570

77
－

30

問

歳未満の方（学生以外）
で、働いていないなどの理由で
生活に余裕がない場合、保険料
が猶予されます。
年 月より 歳未満か
※平成

ら 歳未満に拡大されまし
た。

2019. ７月号
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毎年７月は「社会を
明るくする運動」強調
月間です。「社会を明
るくする運動」は全て
の国民が犯罪や非行の
防止と罪を犯した人た
ちの改善更生について
理解を深め、それぞれ
の立場においてチカラ
を合わせて犯罪や非行 －
のない安全・安心な地 －05
域社会を築こうとする
全国的な運動です。皆
さんのチカラで社会を
明るくしましょう！

31

地域包括支援センター ☎ 77‐3925
問

7

福祉保健課 福祉係
☎ 77‐3914
問

28

福
祉
しばっこカフェ
開催日のお知らせ

年
金
50

50

第69回 社会を
明るくする運動

