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◇制度の特徴

農業従事者なら誰でも加入

◇利用登録は、とってもカンタンです！
「ねんきんネット」
の利用には、
ユーザIDの取得（利用登録）が
必要です。
▶「ねんきんネット」の利用登録
には、基礎年金番号（年金手帳
や年金証書に記載されている10
桁の番号）
が必要です。
▶お手元に
「ねんきん定期便」
が
ある方は、
アクセスキー
（17桁の
番号 有効期限は
「ねんきん定期
便」
が届いてから３か月間）
を使っ
て、
簡単に利用登録できます。
ねんきん定期便・ねんきんネッ
ト等専用ダイヤル
☎０５７０
（０５８）
５５５
※㈪〜㈮９時〜19時、第２㈯９
時〜17時
※０５０から始まる電話でおか
けになる場合は
☎０３
（６７００）
１１４４
千葉年金事務所
☎０４３
（２４２）
６３２０

40

できます

◇
「年金の日」
11月30日は、国民一人ひとり
が「ねんきんネット」等を活用し
ながら高齢期の生活設計に思い
を巡らせる
「年金の日」
です。
「ねんきんネット」を利用す
ると、いつでもご自身の 年 金
記 録を確 認できるほか、ご自
身の年金記録を基に、将 来の
年金受給見 込額をさまざまな
パターンで試算することもでき
ます。
ぜひ、この機会に「ねんきん
ネット」
をご利用ください。
「ねんきんネット」について
は 、日 本 年 金 機 構 の ホ ー ム
ページでご確認いただくか、千
葉年金事務所に問い合わせく
ださい。
▶ねんきんネット
URL http://www.nenkin.go.jp/
n̲net/
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円の保険料補助があります︒
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申・ 農業委員会事務局

協定を結んだ配偶者・後継者

間で︑千円単位で自由に選択

☎０４７５
︵７０︶
０３９３
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健康診査や人間ドックの助成

するには︑処方せんが必要

少子高齢時代に強い年金です

ご相談ください︒

市民課国保年金班

仮に 歳前に亡くなった場

200

自ら積み立てた保険料とそ
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☎０４７５
︵７０︶
０３３４

加入者一人当たりの保険給付費の推移

（千円）
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制度などを利用して︑ご自身

少し︑

ジェネリック医薬品を利用す

となります︒医療機関等の

※合計に合わせて、
一部切り上げ、
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前年度より７︐
４８３万円減

入者一人当たり給付費は９︐

理解とご協力をお願いします︒

歳出総額
67億9,798万円

５８６円の増加となっていま

保険給付費
40億5,228万円
60%

す︒また︑ 歳以上の方が加

介護納付金
3億2,175万円
5%
後期高齢者支援金等
8億1,613万円
12%

加入できます︒配偶者などの

保健事業費
その他
共同事業拠出金
4,977万円 1% 6,472万円 1%
14億9,333万円 21%

ジェネリック医薬品︵後発

医薬品︶
とは︑新薬
︵先発医薬

歳入総額
71億9,678万円

医師や調剤薬局の薬剤師に

国・県等支出金
35億1,635万円
49%

◇ジェネリック医薬品を上手

共同事業交付金
15億2,951万円
21%

入する後期高齢者医療制度へ

国民健康保険税
15億660万円
20%

に利用しましょう

その他
2% 901万円 1%

の後期高齢者支援金等は８億

基金繰入金
1億522万円 2%
他会計繰入金
4億21万円
5%

繰越金
1億2,988万円

１︐
６１３万円︑介護保険制

度への介護納付金は３億２︐

平成28年度 国民健康保険特別会計の決算状況

安 全 安 心コーナー
◇犯罪インフラとは
振り込め詐欺、違法薬物の密売、窃盗等さまざ
まな犯罪において、
犯行そのものを容易にしたり、
その発覚を免れるための身分偽装や通信手段、
あ
るいは犯行のために用意された施設などをいいま
す。違法なものに限らず、合法なものであっても犯
罪に利用されている状態であ
れば犯罪インフラと総称して
います。
◇犯罪インフラの例
転売・譲渡目的で携帯電話契
約や預貯金口座開設といった
犯罪が行われています。
違法薬物の密売や偽ブランド
の販売等の犯罪では、
インター
ネットが悪用されています。
偽造または変造された運転
免許証、健康保険証、旅券、在
留カード等の身分証明書が各
種詐欺事件等で利用されてい
ます。
海外に輸出するためなどに、ヤードと呼ばれる周
囲から見えないように塀等で囲った作業場に盗難
車を搬送して、
車体の解体が行われています。
※全てのヤードにおいて違法行為が行われている
わけではありません。

◇大網病院で、特定健康診査（国保・社保）
・
健康診査
（後期）
の個別健診を受診できます
▶対象＝市役所またはご加入の保険組合から
受診票が届いた方
※社保の方は、ご加入の保険組合によっては
受診できない場合があります。
▶検査日＝毎週㈪・㈫・㈬・㈭13時30分〜
※完全予約制。
平成30年３月29日㈭まで。
▶予約受付時間＝㈪〜㈮８時30分〜17時
申・ 市立大網病院地域医療連携室
□
☎０４７５
（７０）
１０８２
◇午後の外来診療を行っています
▶診療日＝祝日を除く㈪〜㈮14時から
▶受付時間＝16時30分まで
▶診療科目＝内科・外科・整形外科
（整形外科
は㈫午後は休診）
◇病院敷地内は全面禁煙です
大網病院を利用される方の健康の維持・増
進のため、10月１日より、病院敷地内（駐車場
を含む）
を全面禁煙とさせていただきました。
ご理解とご協力をお願いします。
市立大網病院
☎０４７５
（７２）
１１２１

〜犯罪インフラ対策〜
◇情報をお寄せください
携帯電話や預貯金口座の転売、
犯
罪に関係するインターネットサイト、
不審な養子縁組等についてご存じの
方は、
情報をお寄せください。
最寄りの警察署、
交番、
駐在所
警察本部相談サポートコーナー
☎０４３
（２２７）
９１１０
（短縮ダイヤル♯９１１０）
●今月の移動交番車開設日
セブンイレブン
季美の森店
ケーヨーデイツー
大網永田店
主婦の店大網店

８日㈬10時〜11時30分
24日㈮14時〜15時
13日㈪・30日㈭
10時〜11時30分
９日㈭10時〜11時30分
20日㈪14時〜15時

農村環境改善センター ９日㈭14時〜14時30分
27日㈪14時〜15時
いずみの里
大網白里市役所
国保大網病院

21日㈫10時〜11時30分
14日㈫10時〜11時30分

●合同防犯パトロール予定
大網東小学校
大網小学校

９日㈭15時
21日㈫14時55分

東金警察署 ☎０４７５
（５４）
０１１０

