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問　町民課 国保担当 
℡　NTT （32）3081　IP直通 （39）9063

国民健康保険加入の皆様へ

問　奈良県後期高齢者医療広域連合 
℡0744（29）8430

後期高齢者医療保険加入の皆様へ

支給対象見込みの方には、広域連合より令和３年１月中

旬に申請書を送付しますので、必要事項を記入の上、令

和２年７月３１日時点の被保険者証の資格のある住所地

の市町村後期高齢者医療担当課に「申請書」を提出して

ください。

※下記の被保険者は高額療養費(外来年間合算)の申請
　を省略して支給します。
【令和元年８月１日～令和２年７月３１日までの全期間で、奈良

県後期高齢者医療広域連合の被保険者であり、高額療養費

又は、外来年間合算の振込口座が登録されている方】

国民健康保険税納付済通知書
発送のお知らせ

2020年中（令和2年１月１日から令和２年12月31日まで）
にお支払いいただいた国民健康保険税の額の納付済通
知書を令和３年１月中旬にお送りしますので確定申告な
どにご使用ください。
納付済通知書の金額は普通徴収（個別納付や口座振替）
の納付額です。特別徴収（年金からの天引き）の方は、公
的年金の源泉徴収票に記載している額でご確認ください。
また、12月末に納付されて役場での納付確認が１月に
なった場合は、翌年の通知書に合算されることがありま
すのでご了承ください。

１月のごみ収集日程

問［分別について］ 吉野三町村クリーンセンター【℡（３２）1275】 「ごみの区別と出し方」を町ホーム
ページに掲載しています。⇨

問［収集について］ 美吉野環境ステーション【℡（３９）９１４５】

★１月17日（日）は、家庭系ごみの持ち込みを受け付けします。

★ごみは午前８時までに出してください。

収 集 日
カ ン 類収 集 地 区 名 ペットボトル

上市地区全域・橋屋・左曽・六田
吉野山地区全域・飯貝・丹治

龍門地区全域・中竜門地区全域

国栖地区全域・中荘地区全域

１８日（月）
１９日（火）
２１日（木）

千股のみ１８日（月）
２２日（金）

2５日（月）
2６日（火）
2８日（木）

千股のみ2５日（月）
2９日（金）

1１日（月）
１２日（火）
1４日（木）

千股のみ1１日（月）
１５日（金）

ビ  ン 古  紙
２０日（水）
2７日（水）

20日（水）

2７日（水）

4日（月）
5日（火）
７日（木）

千股のみ４日（月）
８日（金）

粗大ごみ 不燃物
６日（水）
１３日（水）

６日（水）

１３日（水）

COVID-19 Infomation 新型コロナ対策関連情報

対 象 月
　【２ヶ月検針】

　　●奇数検針地区　１２‐１月、２‐３月分（２期４ヶ月分）

　　●偶数検針地区　１１‐１２月、１‐２月分（２期４ヶ月分）

問暮らし環境整備課（飯貝庁舎）

NTT…℡（32）8175　IP直通…℡（39）8844

支 援 内 容
水道料金は基本料金と使用水量による従量制です

が、基本料金を４ヶ月間減免します。
　（例）

●口径１３mm（基本水量１０㎥を含む）

　２ヶ月あたり基本料金　２，５３０円（税込）を減免　

●口径２０mm（基本水量１０㎥を含む）

　２ヶ月あたり基本料金　２，６４０円（税込）を減免

期間
延長

水道管凍結にご注意ください

問暮らし環境整備課（飯貝庁舎）

NTT…℡（32）8175　IP直通…℡（39）8844

朝晩の気温が急激に下がると、水道管や蛇口、給水

器等が凍結し、破裂や漏水を引き起こすことがありま

す。

冷え込みが予想される日の夜間には、水道の蛇口

から１分間に牛乳ビン１本程度の水を流しておく・屋外

の水道管の保温を心がける・湯沸かし器や給湯器の水

抜きをするなどを行い、凍結しないように注意してく

ださい。

なお、水道の蛇口から水を流しておく場合は、お風

呂の浴槽などに溜めるようにして、有効活用してくだ

さい。

メーターの蓋を開け

ると、銀色に光るパ

イロットメーターが

あります。このメー

ターは、少量の水の

流れでも反応しま

す。ご家庭内の全ての蛇口を閉めた状態で、少しでも

メーターが廻っていると、漏水の可能性があります。

※漏水は、大切な水を無駄にするばかりでなく、ご家

庭での水道料金の負担も大きくなります。わずかな

漏水でもそのままにしておかず、すぐに吉野町指定

給水装置工事事業者へ依頼し、修繕するようにして

ください。

パイロット
メーター

漏水の確認方法

吉野町では、新型コロナウイルス感染症に関連した経済的影響を踏まえ、

町民生活や経済活動を支援するため、６月から１１月まで水道料金の基本

料金を減免してきましたが、令和３年３月まで、期間を延長します。

（この減免にかかる手続きは不要です。）

新型コロナウイルス感染症にかかる対策

令和３年３月まで水道料金の基本料金を減免（無料）します

国民健康保険税納付のお知らせ
国民健康保険 第7期納期限 ２月1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、スマート
フォンアプリで納付してください。
なお、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。

後期高齢者医療 高額療養費
（外来年間合算）制度について

平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の高額

療養費の制度が見直されました。それにより、年間を通し

て高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよ

う、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。

令和２年7月31日時点で、自己負担額が一般又は低所得

(住民税非課税)区分である被保険者について、計算期間

(※1)のうち一般又は低所得(住民税非課税)区分であっ

た月の外来療養に係る額が14万4,000円を超える場合

に、その超える分を支給します。

2020年度 特定健診はもうお済みですか？
40歳から74歳までの国民健康保険に加入されている皆
さんが今年度中に特定健診を受けていただける期間は
令和３年３月31日（水）までです。
各自で医療機関に事前予約のうえ、受診券と質問票、保
険証をお持ちになり受診してください。

基準日 令和２年７月３１日

１４４，０００円

計算期間（※１）
令和元年８月１日から
令和２年７月３１日までの１年間

年間上限額
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