保険者証兼高齢受給者証、２
年分の収入額が確認できるも

はい

３月１日号・４月１日号

【掲載号】
４年２月１日号・

わないもの。政治・宗教活動、 Ｓ形式またはＰＤＦ形式で提
意見広告と個人宣伝などは掲 出してください。

はい

※75歳到達により国民健康保険から後期高齢者医療に移行した者で、
75歳到達日以降も継続して国保加入者と同一の世帯に属する者

はい

ス（ ４７０・７８０４ ）
、ま

７０８へ。

３年度の介護保険料額
決定通知書を送付します

歳以上の方の３年度の介 市全体の介護サービスなどに

護保険料額決定通知書（以下 要する費用がまかなえるよう 減を、引き続き実施します。
「通知書」
）を、７月 日（月） に算出された基準額に、被保 なお、通知書には軽減を実施

介護保険について

険者本人や世帯員の前年中の した後の保険料額が記載され
に発送します。
保険料の納付方法について 所得などに応じて区分された ており、軽減を受けるにあた
は、受給している年金から天 所得段階ごとに設定された保 り申請などは不要です。

引きされる方と、指定された 険料率を乗じることで算出さ
納期限までに納付書や口座振 れます。詳しくは、通知書に

介護保険制度は、 歳以上
替などにより納めていただく 同封するパンフレットをご覧
の方の保険料のほか、 歳〜
方がいます。通知書が届きま ください。
歳の方が公的医療保険の保
なお、基準額、所得段階、
したら、保険料の額および納
付方法のご確認をお願いしま 保険料率は、３年毎に改定さ 険料とあわせて納める保険料、

す。

納期内納付にご協力

れます。保険料の改定年度に 公費（税金）を財源とし、多
当たる３年度は、高齢者人口 くの方が負担を分かち合うこ

の増加などにより、
「基準額 とで成り立っています。介護
をお願いします
（月額）
」を５４００円から が必要になったときに誰もが
納付書で納める方につきま ５９００円に改定し、所得段 安心してサービスを利用でき

しては、記載された納期限ま 階数を 段階から 段階に増 るための制度であり、介護を
でに、市役所（本庁舎・各連 やすなどの見直しを行いまし 受ける本人だけでなく、その
絡所）のほか、金融機関（銀 た。
家族の負担を軽くするもので
被保険者の皆さまには負担 もあります。

行・郵便局など）
、コンビニ

３段階の方（被保険者ご本人、

が困難となった場合は、特例

詳しくは介護福祉課保険係

により減免を受けられる場合
所得段階が第１段階から第 があります。

保険料の軽減について

低所得の方に対する

エンスストア、スマートフォ をお願いすることになります
保険料の納付にご理解とご
ン決済などで納付をお願いし が、ご理解をお願いいたしま 協力をお願いします。
ます。日中の外出が難しい方 す。
※新型コロナウイルス感染
症の影響により保険料の納付

や納め忘れがご心配な方は、

便利な口座振替の利用をご検

討ください。

保険料額の決まり方
に
つ
い
て

必要事項を記入の上、産業政

申し込みは所定の申込書に

２０００円

【掲載料】
１枠当たり月１万

世帯員共に住民税が非課税で ☎４７０・７７７７（内線４
歳以上の方の保険料額は、 ある方）に対する保険料の軽 ９１０・４９１１）へ。

市の観光情報ページに
バナー広告を掲載しませんか

策課振興企画係へ提出してく
東久留米市の観光情報ペー 意見広告と個人宣伝は掲載で ださい。随時募集しています。

※申込書は市ホームページ
【規格】
縦 ピクセル、横１ から取得できます。

ジのトップページにバナー広 きません

告を掲載しませんか。広告の

詳しくは同係☎４７０・７
以内。ＧＩＦ形式。
「観光情 ７４３へ。

掲載場所については、市ホー ５０ピクセル。 キロバイト

【基準】
公共性と品位を損な 報ページ」に表示します。

ムページからご覧ください。

年３月分まで

【掲載期間】
１カ月単位で４

メール（ hishokoho@city.higでも配布しています。
わないもの。政治・宗教活動、 ※広告デザインは広告主で
）
、ファク
詳しくは同課☎４７０・７
作成していただきます。
ashikurume.lg.jp

※申込書は、市ホームペー
で取扱基準などを確認し、所
定の申込書に記入の上、電子 ジから取得できるほか、同課

１２

の（確定申告書の控え、源泉

各月１日号の広告掲載枠（そ

【規格】
縦 ㍉㍍、横 ㍉㍍

載できません

６５

徴収票など）
、世帯主および

いいえ

申請をする
いいえ

国民健康保険被保険者証兼
高齢受給者証を更新します
対象被保険者のマイナンバー
歳以上の国民健康保険被
者
証
を
７
月
中
旬
に
世
帯
主
宛
て
確
認
書
類
（マイナンバーカー
保険者の方には、被保険者証 に送付します。
ドなど）
、身元確認書類（免
に一部負担金割合（２割もし 【ご注意】
今回の判定により 許証など）を持参して、保険
一部負担金割合が変わらない 年金課国保年金資格係（市役
くは３割）が表記されている
「国民健康保険被保険者証兼 方は、現在お持ちの被保険者 所１階）へ申請してください。
高齢受給者証」
（以下、被保 証兼高齢受給者証を引き続き 申請が認められた場合、申請
険者証兼高齢受給者証）を交 ご利用ください。

額です。

書が届いた方は、７月中に保

詳しくは同係☎４７０・７

所１階）に申請してください。

合計収入額520万円未満
2 人以上

ペ ー ジ 建 て の 場 合 は８ペ ー 【掲載料】
１枠（１号当たり） ４階）へ提出してください。
※申し込み受け付けは先着
ジ）の下部に掲載。２枠あり。 ４万円
申し込みは市ホームページ 順です。
※広告デザインは広告主に

れぞれ２枠）を募集していま

８４６へ。

いいえ

たは直接秘書広報課（市役所

６４

の翌月１日から２割負担とな

申請による再判定の基準に 世帯構成の変更や修正申告な
該当し、一部負担金割合が３ どにより、年次更新時以外で

付しています。
◎申請により一部負担金割合 ります。
被保険者証兼高齢受給者証 が３割から２割になる場合が
※一部負担金の割合は、毎
の一部負担金割合は、３年度 あります
年８月に年次更新されますが、
の住民税課税所得に基づいて
判定し、８月に更新します
（下

「３割」と判定された方でも、

円以上で、自己負担の割合が

図参照）
。
割から２割になる可能性のあ
も
変
更になることがあります。
この判定により、一部負担 る方には、ご案内と申請書を
詳しくは同係☎４７０・７
金割合に変更のある方には、 送付します。
７３２へ。
再判定を希望する方は、被
新しい被保険者証兼高齢受給

後期高齢者医療制度
毎年８月に自己負担の割合を
見直します
医療機関などで支払う医療 所得が１４５万円未満の場合

「収入額」が基準額未満の方
は、申請をして認定されると

▼「３割」＝本人および同

「１割」になります。なお、

費の自己負担（一部負担金）
の割合は、
「１割」または「３ じ世帯にいる被保険者の中に
割」です。自己負担の割合は、 住民税課税所得が１４５万円

毎年８月１日に当年度の住民 以上の方が１人でもいる場合。 この「収入額」は令和２年中
税課税所得（市民税・都民税 ただし、昭和 年１月２日以 の収入で、必要経費や公的年
納税通知書の「課税標準額」
） 降生まれの被保険者および同
と世帯構成の状況から判定し じ世帯の被保険者は、住民税

請書を送付しています。申請

金控除などを差し引く前の金

ます。
課税所得が１４５万円以上で
８月〜４年７月の自己負担 あっても、
「賦課のもととな

険年金課高齢者医療係（市役

対象と思われる方には、申

の割合は、３年度の住民税課 る所得金額」の合計額が２１
税所得に基づいて判定します。 ０万円以下の場合は、１割負

住民税課税所得が１４５万

◎自己負担の割合の判定基準 担になります（下図参照）
。
▼「１割」＝同じ世帯にい ◎基準収入額適用申請

る被保険者全員の住民税課税

有り

本人収入額383万円未満
もしくは
特定同一世帯所属者を含む
合計収入額520万円未満
1人

６５

４０

▲「市の観光情報」
に関する市ホー
ムページ

作成していただきます。ＥＰ

市内全戸配布（約５万４０

す。

１５

５０

本人収入額383万円未満

後期高齢者医療制度の被保険
者と同じ世帯の中に、70歳
はい 基準収入額の適用申
〜74歳の方がいる場合、そ
請が認められると
の方と被保険者の前年の収入
1割負担
合計額が、520万円未満であ
る。
該当する方は申請し
てください。
いいえ

１３

無し

はい

負担割合は2割

負担割合は3割
3割負担

基準収入額
70歳〜74歳の国
保被保険者の数

特定同一世帯所属
者（※）の有無

はい

③収入額による判定（申請による再判定）
いいえ
はい

下表のいずれかに該当する

本人および同じ世帯にいる後
期高齢者医療制度の被保険者
の前年の収入合計が520万円
未満である。

本人の前年の収入額が、383
万円未満である。

判定対象者の旧ただし書き所得（総所得額等から基礎控除額
を控除した額）の合計額が210万円以下である
同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者は本人のみである。

②旧ただし書き所得による判定
下の場合は、１割負担になります。

００部）の「広報ひがしくる

【枠数】
各号２枠

６０

所得が145万円以上であっても、
「賦課のも

め」に、広告を掲載しません

５６

いいえ

および同じ世帯の被保険者は、住民税課税

判定対象者（70歳〜74歳の国保加入者）全員の住民税課税所得が
145万円未満である
※昭和20年１月２日以降生まれの被保険者

本人および同じ世帯にいる後
期高齢者医療制度の被保険者
の住民税課税所得がいずれも
145万円未満である。※

いいえ
ととなる所得金額」の合計額が210万円以

いいえ

①住民税課税所得による判定

1割負担
はい

【基準】
公共性と品位を損な 以内。カラー刷り。最終面（８

「広報ひがしくるめ」に
広告を掲載しませんか

▲「広報ひがしく
るめ」広告掲載
に関する市ホー
ムページ

高齢受給者証（70歳〜74歳の国保加入者）の
一部負担金割合判定方法について
自己負担の割合の確認方法について

７０

か。現在、４年２月〜４月の

９８

9

1
7.

６５

２０

※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.

