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◆お問い合わせ先　　

　町民課　ＮＴＴ…(32)3081　IP直通…(39)9063

　 ・ 国民健康保険に関すること…内線123・125

　 ・ 後期高齢者医療に関すること…内線122・124

　 ・ 児童扶養手当・特別児童扶養手当に関すること…内線122・124

　 ・ 国民年金に関すること…大和高田年金事務所 0745(22)3531、　町民課年金担当 内線122・124

町民課から町民課からののお知らせお知らせ町民課からのお知らせ町民課からのお知らせ町民課から町民課からののお知らせお知らせ町民課からのお知らせ町民課からのお知らせ

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入の皆様へ

所得要件 ３回目まで 4回目以降
※

区分

自己負担限度額（月額）

所得が
901万円
を超える

所得が600
万円を超え
901万円以下

所得が210
万円を超え
600万円以下

所得が210
万円以下

（住民税非課税
世帯を除く）

住民税
非課税世帯

252,600円＋

医療費が842,000円を超えた

場合はその超えた分の1%

167,400円＋

医療費が558,000円を超えた

場合はその超えた分の1%

80,100円＋

医療費が267,000円を超えた

場合はその超えた分の1%

57,600円

35,400円

ア

イ

エ

ウ

オ

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円

24,600円

70歳未満の人の場合 70歳以上の人の場合

高額療養費
制度とは

1か月(同じ月内)に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた

場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額

は、被保険者の所得に応じて決まっています。

24,600円

15,000円
8,000円

適用区分 外来 外来＋入院
（世帯ごと）（個人ごと）

252,600円＋(医療費ー842,000円)×1%

《多数回140,100円※》

167,400円＋(医療費ー558,000円)×1%

《多数回93,000円※》

80,100円＋(医療費ー267,000円)×1%

《多数回44,400円※》

《多数回44,400円※》
57,600円年間上限

18,000円

14万4,000円

Ⅲ（課税所得
690万以上）

Ⅱ（課税所得
380万以上）

Ⅰ（課税所得
145万以上）

一　般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

現
役
並
み
所
得
者

後期高齢者医療にご加入の方は…
高額療養費に初めて該当されると、奈良

県後期高齢者医療広域連合から申請書が送
られてきます。一度手続きをすると、その後
は該当するたび自動的に振り込まれます。

国民健康保険にご加入の方は…
　高額療養費に該当された場合は、診療

月の2～3か月後に役場から申請書をお送

りします。その都度、申請が必要です。

高額療養費の
申請について

※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目
から多数回該当となり、上限額が下がります。

※過去12か月以内に、同じ世帯での支給が４回以上あった場
合、４回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

●所得とは、国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の
総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、区分
アとみなされますのでご注意ください。

国民健康保険税 第2期  納期限 8月31日（月）
最寄りの金融機関（南都銀行・りそな銀行・奈良県

農協・ゆうちょ銀行・郵便局）やコンビニエンスストア
で納付してください。口座振替をされている方は、納
期限の前日までに納税額に見合う金額の準備をお願
いします。

納期限までの
ご入金を

お願いします。

●児童扶養手当とは
死亡・離婚・1年以上生死不明・拘禁等の理由で、父又は母と別れて生活している児童を養育している方、あるいは父又

は母が重度の心身障害（身障手帳１・2級の一部）の状態にある児童を養育されている方に支給されます。

●特別児童扶養手当とは
心身に重度（身障手帳1・２級、療育手帳A）あるいは、中程度（身障手帳３・４級の一部、療育手帳Bの一部）の障害のある

２０歳未満の児童を養育されている方に支給されます。

※ただし、支給要件に該当しても、請求者が所得制限を超えている場合や、請求者または児童が年金を受給している、
児童が福祉施設に入所している場合等で手当が支給できない場合があります。

●提出期限
現在児童扶養手当を受けられている方は８月1日～８月３１日までに、特別児童扶養手当を受けられている方は８月１0

日～９月１1日までに（いずれも土・日を除く）現況届を提出してください。

●届に必要なもの
印鑑・手当証書（受給者全員）・別途郵送により通知する書類

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
　令和２年4月分から令和３年3月分までの国民年金保

険料は、月額16,540円です。

　保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、

金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付すること

ができます。また、クレジットカードによる納付やイン

ターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口

座振替もあります。

　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限まで

に納めていただけない方に対して、電話・文書・訪問によ

り早期に納めていただくよう案内を行なっています。

　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって

督促を行ないます。指定された期間までに納付がない場

合は、延滞金が課せられるだけでなく、納付義務のある

方（＊）の財産が差し押さえられることがあります。早めの

納付をお願いします。

　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保

険料が免除・猶予される制度がありますので、大和高田

年金事務所又は吉野町役場町民課国民年金窓口へお問

合せください。
＊納付義務者は被保険者本人、連帯している納付義務を負う
配偶者及び世帯主です。

児童扶養手当・特別児童扶養手当 現況届の受付が始まります
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