３年度国民健康保険税
納税通知書を発送します
３ 年 度 の 国 民 健 康 保 険 税 しないよう、税額などを調整
（国保税）納税通知書を７月 しています。第１期の納期限

第８期

４年２月２８日（月）
第９期※

４年３月２５日（金）

同通知書に同封の納付書で

納めてください。納期は原則

◎特別徴収から口座振替への 則、一般税のような非課税制
度がありません。ただし、所
納付方法変更
納付方法を特別徴収から口 得の少ない方も、応益割（均
座振替に変更することができ 等割）の国保税を負担するこ
ます。希望の方は、保険年金 とから、軽減措置が設けられ
課
（市役所１階）
で変更の届け ています。詳しくは納税通知
出をお願いします。７月 日 書に同封するパンフレットを

新型コロナウイルス

（金）までに手続きされると、 ご覧ください。
月の特別徴収を中止し、

▼郵送いただく書類＝①国

（ⅰ）事業収入等のいずれか のため、郵送での申請をお願
の減少額（保険金等により補 いします。
填されるべき金額を控除した

介護のしごと入門研修に
参加しませんか

額）が前年の当該事業収入等 民健康保険税減免申請書（必
の額の 分の３以上
本市の高齢者を互いに支え 間は日程により異なります。
要事項記入）②事業収入等申
（ⅱ）前年の所得金額の合計 告書（必要事項記入）③世帯 あう介護の仕事の基礎を学び 【会場】
成美教育文化会館３

額が１０００万円以下
主（納税義務者）の身分証明 ませんか。研修最終日には、 階大研修室
（ⅲ）減少が見込まれる事業 書の写し（マイナンバーカー 介護の仕事や働き方について、 【対象】
市内での介護の仕事
収入等の所得以外の前年所得 ド・運転免許証など）④収入 市内介護サービス事業所と相 に興味がある方で、全７回の

（注２）年金収入のみの世帯
保険者証（本人確認のためご した額が減免されます。
▼宛先＝〒２０３ ８５５
５、市役所保険年金課国民健
※この制度は３年度までの は対象外です。
持参ください）②口座の届出
（封筒表面に
「減免申
印③口座振替依頼書または金 取り扱いです。２年度以前分 （注３）他制度による軽減・ 康保険係
融機関のキャッシュカード については別途お問い合わせ 減免を受けている場合や所得 請書在中」とご記入ください）
（手続きに暗証番号が必要で ください。

なお、今

年金天引きされる保険料額と

して通知します。

月２日）〜第３期（９月 日）

普通徴収として第１期（８

７ 月 〜４ 年 ２ 月 の８ 回 で す ◎ 月から年金天引きになる
（右表参照）
。すでに口座振 方

替を登録している方は、納期

【申請方法】
感染症拡大防止

東久留米市勤労市民共済会
新規会員募集

申し込みは、電話（０３・

５９０１・３０６１ ）
、ファ

クス（０３・５９０１・３０

６２）または電子メール（ kai
gotokyo@kaigo-center.or.

）
jpで公益財団法人介護労働

詳しくは介護福祉課地域ケ

安定センター東京支部へ。

ア係☎４７０・７７７７（内

※広報６月１日号に掲載し

線２５０１〜２５０３）へ。

ました同研修の記事の申し込

み先電子メールアドレスに誤

りがありました。正しくは右

記の通りです。おわびして訂

正します。

負担割合を判定し、適用期間

開始までに交付します。ただ

し、新規要介護（要支援）認

定者および事業対象者や、世

帯構成の変更または所得の更

正などにより負担割合が変更

になった場合は、新しい負担

【適用期間】
８月１日〜翌年

割合証を随時交付します。

７月 日

その際はご容赦ください。
◎負担割合の判定方法
（黄色）
」を送付します。
い。
国保財政の健全な運営にご
８月１日以降に介護サービ 【交付対象】
要介護（要支援） 左図をご参照ください。
理解とご協力をお願いします。 スを利用するときは、
詳しくは介護福祉課☎４７
「介護 認定者および事業対象者
詳しくは同係☎４７０・７ 保険被保険者証（緑色）
」と 【交付時期】
毎年８月１日を ０・７７５０ま た は ☎ ４７
新しい「介護保険負担割合証 基準として、前年の所得から ０・７８１８へ。
７３３へ。

目的を一にする会などがない
こと）③市内の社会福祉法人、
ＮＰＯ法人、医療法人の勤労
者④市内の公共および公共的

【内容】
▼生活安定事業＝慶 事業主②市内在住で市外の中 ムページ（ http://kururu.tok
）をご覧ください。
yo/

次の①〜⑤のいずれ
録している方は③のみ）を持 付金や遊園地などの割引券購 【対象】
詳しくは同会☎４７０・７
参の上、保険年金課高齢者医 入をはじめ、さまざまなサー かに該当する方。
７７７（内線４９５０・４９
①市内中小企業の従業員と ５１）へ電話または同会ホー
療係（市役所１階）で手続き ビスが受けられます。
をしてください。

者医療保険料の口座振替を登



介護保険負担割合証を
一斉更新します

年度から特

支給時から特別徴収として年
金天引きされます。
◎年金天引き（特別徴収）か
ら口座振替への変更
保険料の納付方法は、年金

いただく場合があります。申 １日からも引き続き交付対象 ると、あとで差額分の納付や
請後でも、減免前の納税通知 となる方には、７月末までに 払い戻しが必要となる場合が
書が届く場合がありますので、 新しい「介護保険負担割合証 ありますので、ご注意くださ

※提出された書類は返却し
状況などにより、本減免が適
現在、有効期限が７月 日 （黄色）
」をケアマネジャー
ません。また、審査のため、 までの「介護保険負担割合証 などに提示してください。古
【減免対象となる国保税】
３ 結果通知等の送付にお時間を （桜色）
」をお持ちで、８月 い負担割合証を誤って使用す
用されないことがあります。

①感染症により、主たる生 年度分で３年４月１日〜４年
録がない方のみとなります。
※特別徴収も口座振替も、 計維持者が死亡しまたは重篤 ３月 日の納期限分の全部ま
たは一部
お支払いいただく国保税の総 な傷病を負った世帯

※②・③は国保税の口座登 該当する世帯

【対象世帯】
次のいずれかに

す）

◎年金天引きで納めていただ

付していただき、 月の年金 世帯

②感染症の影響により、主 【減免額】
対象世帯のうち、
月から特 額は変わりません。
たる生計維持者の事業収入等 ①に該当＝全部、②に該当＝
別徴収が開 ◎国保税の軽減
始されます。 国保税は目的税であり、原 の減少が見込まれ、次の（ⅰ） 減免対象となる国保税額に所
〜（ⅲ）のすべてに該当する 得による減免割合を乗じた額

収となり、

まで普通徴

は、第３期

象になる方

※第９期は国民健康保険税のみ。

１１ １４

日（月）に発送します。
は８月２日（月）です。納期
４月〜４年３月の加入月数 内納税にご協力をお願いしま

４年１月３１日（月）

東久留米市勤労市民共済会 事業＝人間ドック・健康診断 団体の会計年度任用職員・臨
天引きによる納付が原則です
歳以上（障害認定を受けてい く方（特別徴収）
る方は 歳以上）の方が対象
特別徴収は年６回の年金支 が、申し出により口座振替に は、会費や市補助金を主な財 の補助、インフルエンザ予防 時職員⑤市内在住で中小企業
です。３年度の後期高齢者医 給月に介護保険料と同様に年 変更することができます。変 源として、中小企業勤労者、 接種の補助など▼自己啓発・ 以外に勤務する短時間労働者
療保険料の決定通知書兼納付 金天引きされます。３年度の 更を希望する方は、①口座番 公共および公共的団体の嘱託 余暇活動支援事業＝講座など で、勤労市民共済会の事業に
（納入）通知書を、７月 日 保険料を４月から仮徴収とし 号が分かるもの（預金通帳ま 職員や臨時職員、短時間労働 の受講料補助、国内旅行補助
賛
同
し
入
会を希望する方など
、遊園地な 【会費】
（月）に発送します。
て年金天引きされている方は、 たはキャッシュカード）②通 者の皆さんに総合的な福利厚 （宿泊、日帰り）
入会金１０００円、
◎納付書や口座振替で納めて 年間保険料額から仮徴収額を 帳届け出印③後期高齢者医療 生サービスを提供することを どのフリーパス割引券販売な 会費月５００円
いただく方（普通徴収）
差し引いた差額分を 月から 被保険者証（すでに後期高齢 目的とした公益的な団体です。 ど▼生活支援事業＝生活用品
申し込みは直接同会（市役
月５００円の会費で慶弔給 などのあっせん
所５階）へ。

後期高齢者医療制度は、

−

の合計が４００万円以下
月末から口座振替での納付と
の減少などを確認できる書類 談できる「おしごと相談会」 研修とおしごと相談会に参加
分を計算した通知です。納付 す。
感染症の影響による
※事業収入等＝事業収入、 （診断書、給与明細書などの を開催します。
できる方
なります。８月２日
（月）
以降
書や口座振替（普通徴収）
、 ◎特別徴収の対象になる方
減収に係る減免
不動産収入、山林収入、給与 写しなど）⑤令和２年の確定 【日時】
全７回。７月 日・ 【定員】
先着 人
年金天引き（特別徴収）のい
次の①〜③のすべてに該当 の手続きの場合は 月以降の
日・ 日、８月４日・ 日・ 【費用】
無料
申告書の控え・源泉徴収票の
ずれかでの納付となります。 する場合、国保税は特別徴収 特別徴収から中止となります。 新型コロナウイルス感染症 収入（４種類）
日・ 日（おしごと相談会 【その他】
１歳以上の未就学
◎普通徴収の納期は９回です となります。
（一部例外あり） ただし、これまでの納付状況 の影響により収入が減少した （注１）審査には世帯の前年 写しなど、収入や所得のわか
実施日）のいずれも水曜日午 児の保育あり。定員５人。申
納付書や口座振替（普通徴
①世帯主が国保の被保険者 から、口座振替への変更が認 場合、申請により減免が受け の収入の申告が必要です。未 る書類
※①・②は市ホームページ 前 時〜午後３時 ※終了時 し込み時にお伝えください。
収）で納付する方は、原則、 ②世帯内の国保被保険者全員 められない場合があります。 られることがあります。該当 申告の場合、市役所課税課な
【手続きに必要なもの】
①被 要件や所得状況などから算出 どでご申告ください。
から取得できます。

１１月３０日（火）

１８ ２１

３０

１０

別徴収の対

７月〜４年３月の９回の納期 が 〜 歳③特別徴収対象年
になります（左表参照）
。年 金が年額 万円以上で、介護

９月３０日（木）

度途中に 歳を迎える方は、 保険料と国保税との合計が、
後期高齢者医療保険料と重複 年金額の２分の１を超えない

第３期

３年度後期高齢者医療保険料
の決定通知書兼納付（納入）
通知書を発送します

８月３１日（火）

ごとに口座振替されます。

年金収入＋その他の合計所得金額が
・単身で３４０万円以上
または
・ 歳以上の方が 人以上いる世帯
で４６３万円以上

いいえ

年金収入＋その他の合計所得金額が
・単身で２８０万円以上
または
・ 歳以上の方が 人以上いる世帯
で３４６万円以上

※40歳〜64歳の方、住民税非課税の方、生活保護受給者は、上記にかかわら
ず１割負担です。
※令和３年度から施行された税制改正に伴い、負担割合の判定に用いる合計所
得金額、その他の合計所得金額の計算方法に変更がありました。詳細は８月
１日から使用する新しい介護保険負担割合証（黄色）を参照ください。

第２期

１２

詳しくは同係☎４７０・７ 弔給付（祝い金・保険金・弔 小企業の従業員（企業所在市
慰金）など▼健康維持・増進 区町村に、勤労市民共済会と

３１

１０

８４６へ。

3割負担

2割負担

1割負担

2

2

８月２日（月）

３５

いいえ

はい

はい

65

65

１１月１日（月）
第５期

１２

３１

220万円以上

１２月２７日（月）
第７期

１０

160万円以上
220万円未満

160万円未満

第６期

を納付書または口座振替で納

本人の合計所得金額が

第１期

２５ ２８

65歳以上で本人が住民税課税

１０

１０

３０

はい

いいえ

１８

７４

１０

３１

６５

１２
３年度国民健康保険税・後期高齢者
医療保険料
（普通徴収）
納期一覧

１０

利用者負担割合の判定方法

第４期

７５

１０

納期限

７５

区分

６５

8

1
7.

後期高齢者
医療制度

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3.

