国民健康保険の安定的な運営に
ご協力ください

税の納期限内の納付にご理解

とご協力をお願いします︒

国民健康保険は︑病気やけ

がをしたときに安心して医療

市の国民健康保険の加入者

◇保険税を滞納している方は

数は︑年々減少していますが︑

短期保険証になります

して市町村が運営しています︒ には︑通常の保険証より有効

１人当たりの保険給付費は横

皆さんから納めていただいた

期限の短い保険証が交付され

ばい傾向にあります︒

が受けられるよう︑加入者の

国民健康保険の加入者が医

ることになります︒この滞 納

医療費が増加した場合︑そ

となる場合があります︒

療 機 関にかかったとき︑窓口

している保険税を完納いただ

れを賄う保険税が上がる可能

保険証の更新時に前年度ま

で自己負担した分を除いた残

ます︒完納までに有効期限が

ければ通常の保険証を交付し

国民 健 康 保 険 税のほか︑国・

りの医療費は︑国民健康保険

性があります︒保険税の負担

◇医療費の削減にご協力を

から支払っています︒国民 健

切れるときは︑市役所まで保

を増やさないためにも加入者

での保険税に滞納がある場合

康保険は︑加入者全員で支え

険証の更新のため来庁する必

県からの補助金などを財源と

合って成り立つ制 度であり︑

険証の交付後も保険税の納付

一人ひとりが健康に気を付け︑ の受診は避けましょう

また医療機関の適正な受診を

・重複受診はやめましょう

・かかりつけ医を持ちましょう

保険税を納付いただくことは︑ 要があります︒また︑短期保

心掛けるなど︑医療費の削減

国民健康保険を運営するため

が無いと︑医療 費の全額︵

加入者一人当たりの保険給付費・被保険者数
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令和２年度

加入者一人当たりの保険給付費

令和元年度

30

年度

平成

29

年度

28

年度

平成

11,000

平成

・ジェネリック医薬品を上手

・定期的に健診を受けましょう

に利用しましょう
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に大 変 重要なことです︒この

※（ ）内は現金で毎月納める場合と比較した割引額です。
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98,530円
（1,130円）
195,140円
（4,180円）
382,550円
（15,850円）

・お薬手帳を活用し︑薬のも

2年前納

口座振替で前納

にご協力をお願いします︒

1年前納

クレジットカード・
現金で前納
98,850円
（810円）
195,780円
（3,540円）
383,810円
（14,590円）

割︶を一時的に自己負担する

6か月前納

（被保険者本人、配偶者、世帯
主）の財産が差し押さえられるこ
とがありますので、早めの納付
をお願いします。
◇ 納付には便利な口座振替を
ご利用ください
口座振替を利用すると、金
融機関等に行く手間や時間が
省けます。また、早割・前納
で納付すると、保険料の割引
があります。
6か月分・1年分・2年分ま
とめて前納するとさらにお得
になります。

国民健康保険の安定した運営

令和３年4月から令和４年3月
分までの国民年金保険料は、月
額１６，６１０円です。
保険料は、日本年金機構から
送られる納付書により、金融機
関・郵便局・コンビニで納めるこ
とができます。また、クレジット
カードによる納付や便利でお得
な口座振替もあります。
未納のままにしておくと、強制
徴収の手続きによって督促を行
い、指定された期限までに納付
が無い場合は、延滞金が課され
るだけでなく、納付義務のある方

☎０４７５︵７０︶０３３４

「国民年金保険料は納付期限までに納めましょう」

らいすぎに注意しましょう

ね ん き ん ナ ビ

・緊急時を除き︑休日や夜間

市では、聴覚障がい、音声・言語機能障がいなどにより手話を
使用されている方が、安心して市役所を利用していただくため、
社会福祉課の窓口に手話通訳者を配置しています。
今回、手話通訳者の設置日が次のとおり変
更となりましたのでお間違いの無いようお願
いします。
詳細は問い合わせください。
▶設置日時＝毎週㈪・㈭の９時〜17時（閉庁
日および12時〜13時を除く）
※この時間内であっても、通訳対応等により
不在となる場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。
社会福祉課障がい福祉班
☎０４７５（７０）０３３７
０４７５（７２）８４５４

ことになる資格証明書の交付

手話通訳者の設置日が変更されます

を図っていくためにも︑保 険

受診票同封のチラシでご確

認いただくか︑市民課高齢

年４月２日

者医療年金班へ問い合わせ

流行の影響を受けた︑昨年度

歳とな

ください︒

▼歯科健診の項目

の対象者︵昭和

歯科口腔健康診査︵歯科健診︶を
受診しましょう

連合では︑昨年度に

・口腔診査＝歯と歯肉の状況

年４月１日生まれの

新型コロナウイルス感染症

った被保険者の方を対象とし

千葉県後期高齢者医療被保険

〜昭和
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は自己負担となります︒

て︑歯 科 健 診を実 施します︒

合わせなど︶︑口腔機能の状

︵むし歯︑歯 肉の炎 症︑かみ

20

75

千葉県後期高齢者医療広域

受診票は５月下旬に送付予定

者の方︶について︑救 済 特 例

20

年４月２日〜

す︒令和２年８月に送付済み

間は今年度の受診者と同一で

▼歯科健診の受け方＝対象医

の受診票がそのままご利用い

況︵舌の動き︑物を飲み込む

措置により実施期間が延長さ

です︒

力など︶

れています︒延長後の実施期

▼対象＝昭和

・口腔衛生指導＝むし歯︑歯

療機関に予約後︑受診票を持

市民課高齢者医療年金班へ問

周疾患の予防法など

年４月１日生まれの千

12

ただけます︒紛失した方は︑

い合わせください︒

葉県後期高齢者医療被保険者

21

参して健診を受けてください︒

に限ります︒

連合給付管理課

１
※人１回まで︑実施期間中

☎０４３︵２１６︶５０１３

千葉県後期高齢者医療広域

険者証︑受診票

▼受診の際に必要な物＝被保

▼対象医療機関＝千葉県歯科

市民課高齢者医療年金班

☎０４７５︵７０︶０３３６

医師会会員の健診協力医療機関

対
※象 医 療 機関については︑

昭和

の方

▼実施期間＝６月１日㈫〜

月 日㈫

▼費用＝歯科健診に係る窓口

負担はありません︒

健
※診後の治療に要する費用
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被保険者数（年度平均）

人間ドックの助成
市では国民健康保険、後期高齢者
医療制度に加入している方へ人間ドッ
ク助成を行っています。市と契約をした
医療機関で人間ドックを受けるときに、
次のとおり助成を受けられます。必ず
事前の申請が必要です。
・国民健康保険＝検査費用の７割相
当額（４万円を限度）
・後期高齢者医療保険＝一律８，１９０円
◇市と契約している医療機関（全20
医療機関）
市立大 網病院、浅井 病院、井上記
念病院、亀田クリニック（亀田健康管
理センター）、亀田総合病院附属幕張
クリニック、公立長生病院、国保旭中
央病院、斎藤労災病院、さんむ医療セ
ンター、塩 田 病 院 、JC H O 千葉 病 院
ジェイコー

受検する医療機関

（旧千葉社会保険病院）、ちば県民保
健予防財団、千葉メディカルセンター
（旧川鉄病院）、千葉ロイヤルクリニッ
ク、山之内病院、ポートスクエア柏戸ク
リニック、リソルクリニック、国際医療
福祉大学成田病院、千葉中央メディカ
ルセンター、君塚病院
※検査内容は医療機関によって異なり
ますので、予約をする際に医療機関
へ直接ご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の流行等
の理由により、医療機関の判断で人
間ドックの受付が中止されることが
あります。
〈国民健康保険加入中の方へ〉
令和4年度（令和4年4月1日）から、
下表のとおり助成内容が変わります。

補助率

上限額

市立大網病院

検査費用（税別）の
70%相当

40,000円

大 網病院以外の契 約
医療機関

検査費用（税別）の
70%相当

30,000円

申・

市民課国保班
☎０４７５（７０）０３３４
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