にしなり我が町 No.266

国民健康保険・後期高齢者医療保険のお知らせ
なお、70歳以上の方は平成30年度市民税非課税世帯の方のみが対象とな
①後期高齢者医療制度の新しい被保険者証と後期高齢者医療保険料決定通知
ります。また、後期高齢者医療制度の方で平成29年度分を6月末までに受け取
書を送付します
75歳以上の方・一定の障がいがあると大阪府後期高齢者医療広域連合から られている方は、平成30年度分は自動更新されご自宅に送付されます。
④後期高齢者医療高額療養費制度の見直しについて
認定された65歳以上の方へ
後期高齢者医療高額療養費制度改正により、8月1日から下記のとおり自己
○平 成30年度の後期高齢者医療被保険者証（水色）を7月上旬にお送りしま
す。不在時は郵便局に留め置かれ、その旨のお知らせが投かんされます。7 負担限度額が変更となります。
月中に届かなかった場合や郵便局の保管期限を過ぎた場合はお問い合わせ 〇病院窓口負担が3割の被保険者
（住民税の課税所得金額が145万円以上）
について
ください。現在の被保険者証（桃色）は、8月1日（水）から使えなくなります
外来（個人単位）57,600円
変更前
のでご注意ください。
外来＋入院（世帯単位）
80,100円＋1％
（注1）
 なお、自己負担割合が3割の方で平成29年中の収入金額が一定の要件に
課税所得に応じて3つに区分されます
あてはまる場合、申請により、申請された月の翌月から1割に変更すること
課税所得690万円以上：252,600円＋1％
（注2）
【140,100円
（注4）
】
ができます。
詳しくは同封のお知らせをご覧ください。
変更後
課税所得380万円以上
：
167,400円＋1％
（注3）
【
93,000円
（注4）
】
○平成30年度後期高齢者医療保険料決定通知書は、7月中旬にお送りします。
課税所得145万円以上：80,100円＋1％
（注1）
【44,400円
（注4）
】
保険料は特別徴収（年金からお支払いいただくこと）が原則ですが、特別徴
収の対象とならない方は、口座振替や納付書でお支払いいただきます。決定 〇病院窓口負担が１割の被保険者（本人または同一世帯の方で住民税が課税
通知書をご確認ください。
されている）について
②国民健康保険高齢受給者証を更新します
外来（個人単位）14,000円
（１年間の自己負担上限は144,000円）
変更前
大阪市国民健康保険にご加入の70歳から74歳の方へ
外来＋入院（世帯単位）
57,600円
【44,400円
（注4）
】
新しい高齢受給者証を7月下旬にお送りします。7月中に届かない場合はお
外来（個人単位）18,000円
（１年間の自己負担上限は144,000円）
問い合わせください。
変更後
外来＋入院（世帯単位）
57,600円
【44,400円
（注4）
】
自己負担割合が3割の方で平成29年中の収入金額が一定の要件にあてはま
る場合、申請により、申請された月の翌月から2割（誕生日が昭和19年4月1日 （注1）
医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の１％が加算されます。
までの方は1割）に変更することができます。詳しくは同封のお知らせやしお （注2）
医療費が842,000円を超えた場合は、
その超えた分の１％が加算されます。
りをご覧ください。
（注3）
医療費が558,000円を超えた場合は、
その超えた分の１％が加算されます。
【
】内の金額は年３回以上該当した場合の4回目以降の額。
③限度額適用認定証
【国民健康保険・後期高齢者医療制度】
の有効期限は7月31日です （注4）
問合せ 窓口サービス課
更新をご希望の方は、8月以降に手続きが必要です。
（保険年金 保険）6階 61番窓口 ☎6659-9956

お知
らせ

国民年金保険料の免除・納付猶予
申請を受け付けます

お知
らせ

国民年金保険料の申請免除の「年度」は7月から
翌年6月までです。平成30年7月分からの免除・納
付猶予の申請は、
7月2日（月）から受け付けます。
詳しくはお問い合わせください。
国民年金保険料を未納のまま放置すると、将来
の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年
金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合
がありますのでご注意ください。
なお、免除・納付猶予は申請時点から2年1カ月
前までの期間について、さかのぼって申請してい
ただくことが可能です。
問合せ 窓口サービス課
（保険年金 保険）
6階 61番窓口 ☎6659-9956

①がん検診等

生後5～8カ月の体調の良い
時になるべく早く接種を受けま
しょう。
対 象 生後12カ月未満の方
（1歳の誕生日の前日
まで）。
直近の実施日 7月3日
（火）
8月7日（火）
受付時間 13：45～14：45
場 所 区役所2階 集団検診室
持ち物 予防接種手帳・母子健康手帳
問合せ 保健福祉課
（地域保健）
2階 21 番窓口 ☎6659-9882

■受付場所／区役所2階

対象

日時

費用
500円

40歳以上の方

8月23日（木） 300円
9：30～10：30
無料

ハイリスク者※1
40歳以上の女性※2
18歳以上の方

400円

8月20日
（月） 1,500円
13：30～14：30
8月31日
（金）
無料
18：30～19：30

各種がん検診は取扱医療機関においても受けられます。大阪市ホーム
ページで最新の情報を確認できます。ご加入の健康保険で同等の検診を受
けられる方や、
治療中や自覚症状のある方は対象外です。

※1 肺
 がん検診を受診する方で、ハイリスク者
（喫煙指数の多い50歳以上の方）につ
いては、喀痰検査も受診できます。
※2 乳がん検診
（マンモグラフィ）は2年に1回の受診が原則ですので、今年度は、大
正・昭和の奇数年生まれの方が対象です。

②歯科相談 予約不要

無料

お口の中に関する相談に、
歯科医師が応じます。
また希望者には歯周病の簡
易検査を実施します。
対象
市民の方
（年齢制限なし）

2

お知
らせ

無料

老人医療
（一部負担金相当額等一部
助成）
医療証の更新

老人医療（一部負担金相
当額等一部助成）医療証（青
色）をお持ちの方に７月下
旬までに新しい医療証（黄
医療証
色）を送付します。
なお、制度変更に伴い重
度障がい者医療費助成制度
に移行できる方につきましては、7月下旬までに
障がい者医療証（オレンジ色）を送付します。
現在のものは8月から使用できなくなります。
7月
中に届かなかった場合は、お問い合わせください。
問合せ 保健福祉課
（子育て支援）
5階 52 番窓口 ☎6659-9824

各 種健 診の お知 らせ

要予約 

内容
胃がん検診
（胃エックス線検査）
大腸がん検診
（便潜血検査）
肺がん検診
（胸部エックス線検査）
（喀痰検査）
乳がん検診
（マンモグラフィ検査）
骨量検査
（超音波パルス透過法）

BCG接種のお知らせ

実施日

時間

7月11日
（水）

9：30～11：00

場所
区役所1階
ロビー

③特定健康診査 予約不要 無料

受診の際は必ず、受診券と健康保険被保険者証をご持参ください。
※前年度受診の方は、結果などを当日ご持参ください。
対象
40歳以上の方

実施日
7月11日
（水）
8月23日
（木）

時間

受付場所

9：30～11：00

区役所4階 会議室

◎受診できるのは、大阪市国民健康保険または大阪府後期高齢者医療保険
にご加入の方のみです。他の医療保険にご加入の方は各医療保険者にご
確認ください。

④結核健康診断 予約不要

無料

結核は感染症であり、早期に発見し治療することが大切です。
年に1回は健診を受けましょう。
対象

実施日

時間

場所

毎週 月曜日～金曜日
9：30～11：30
区役所
(一部除外の日がありますので
13：30～15：30
2階23番窓口
満15歳以上の 詳しくはお問い合わせください)
区民の方
保健福祉センター
毎週 月曜日～金曜日
9：00～12：00
分館3階
(祝日を除く)
13：00～15：00
(太子1-15-17)

①②の予約・問合せ
保健福祉課(地域保健)2階 21 番窓口 ☎6659-9882
③の問合せ 窓口サービス課(保険年金 保険)6階 61 番窓口 ☎6659-9956
④の問合せ
保健福祉課(結核健診)2階 23 番窓口 ☎6659-9969

「にしなり我が町」
は、
原則毎月1日
（新聞休刊日は翌日）に新聞（朝日・毎日・読売・産経・日本経済・大阪日日）の朝刊折込でお届けしています。

