新型コロナウイルス感染症について
オミクロン株はＢＡ .１からＢＡ .２に置き換わり、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は依然と

して高い水準で推移し、医療機関などでの集団感染も継続して発生しています。また、これから気温や

湿度が高くなる季節を迎え、熱中症のリスクが高くなる懸念などがあることから、マスク着用の考え方

などについて、国から取り扱いが示されました。今月号では、今後のマスク着用の注意点や６月１３日時
点でのワクチンの最新情報をお知らせします。町民の皆さんには、手指消毒や三密回避など感染予防行
動の徹底と、場面に応じたマスクの着用をお願いします。感染に不安を感じるときは、ワクチン接種の
有無にかかわらず、検査を受けましょう。
問合先

保健センター内健康推進課（音更町コロナ専用ダイヤル）☎０５７０－０８０－３９６

◆マスク着用の注意点
区分

屋内

マスク推奨

会話をほとんどしない
が、距離が確保できな
い場合

人との距離にかかわら
ず、会話をする場合

マスク必要なし

人との距離が確保できており、会話をほとんどし
ない場合
目安２ｍ以上

◦会 話をするしないにかかわらず、２ｍ以上を目
安として人と距離が確保できる場合
◦人 との距離は確保できないが、会話をほとんど
しない場合

近い距離で会話をする場合

屋外

※高齢者と会うときや病院に行くときなど重症化リスクの高い人と接する場合はマスクを着用しましょう。
【小学校就学前の児童について】

◦２歳未満…マスク着用は推奨しない。

◦２歳以上…保育所などでは、人との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めない。

感染の心配がある人の相談先や情報サイトはこちら
◦北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター

☎０１２０－５０１－５０７

※２４時間対応、相談料は無料。

新型コロナウイルス感染症に関する情報サイト

【音更町コロナ対策インフォメーション】

町の感染症アドバイザーである石角鈴華

さんが、感染対策のポイントを動画で分か
りやすく紹介してくれていま
す。健康推進課のＹоｕＴｕｂｅ
▲発 熱者診療・検査医療機
関について（北海道）

▲
ＰＣＲ等無料検査事業所 （右記二次元バーコード）から
一覧（十勝管内）

見ることができます。
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新型コロナウイルス感染症関連情報

◆追加接種（４回目）が始まります
町では、国の方針に基づき、新型コロナワクチン追加接種（３回目）完了後から５カ月以上経過した
６０歳以上の人または基礎疾患を有する１８歳から５９歳までの人に追加接種（４回目）を実施できるよう準
備を進めています。
対象者には、３回目接種完了時期に基づいて、接種券一体型予診票を順次発送しています。お手元に接
種券一体型予診票が届き次第、同封の案内に従って追加接種（４回目）の予約を行ってください。
【基礎疾患を有する人への接種券について】
区分

発送手順

障害者手帳などを所持している人
初回接種の際に基礎疾患の申請をした人

町で対象者を把握しているため、３回目の接種終了順に接
種間隔を踏まえて接種券を順次発送します。
ウェブで基礎疾患の申請を受け付け、申請の情報をもとに
随時接種券を発送します。

新たに基礎疾患の申請をする人

 礎疾患を有する１８歳～５９歳の人で、
基
４回目を希望する人は、こちらから申請
してください。

【追加接種の予約について】
電話での予約

専用ウェブサイトでの予約

音更町コロナ専用ダイヤル

または

☎０５７０－０８０－３９６

△

受付時間

音更町 コロナワクチン 予約

午前８時45分〜午後５時30分

https://jump.mrso.jp/016314/

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
受付時間

△

※毎週火曜日は午後７時まで受け付けます。

いつでも受け付けできます。

※医療機関に直接予約することはできませんので、医療機関に直接問い合わせることはご遠慮ください。
予約について質問がある人は、音更町コロナ専用ダイヤルにお問い合わせください。

◆６月現在の追加接種（３回目）実施状況
６月１３日時点では、全体の約７５％の人が追加接種を完了しています。
【町のワクチン接種率】
年齢

ファイザー社製

武田 / モデルナ社製

合計

６５歳以上

４１．
５％

５２．４％

９３．９％

６０～６４歳

４４．
８％

４６．９％

９１．７％

５０～５９歳

３９．
６％

４５．０％

８４．６％

４０～４９歳

４０．
１％

３０．９％

７１．０％

３０～３９歳

３３．
１％

２７．６％

６０．７％

１
８～２９歳

２５．
３％

２４．９％

５０．２％

１
２～１
７歳

３３．
５％

全体（１
２歳以上の町民）

３７．
６％

３３．５％
３８．２％

７５．８％

※新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける人の同意がある場合に限ります。接種を受け
るか迷っている人は、ワクチン接種について正しい情報を知った上で判断をお願いします。
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つくりませんか？マイナンバーカード
マイナポイント第２弾が始まっています
そもそもマイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、マイナンバー（個人番号）が記載されたプラスチック製のカードで、ＩＣチップと顔
写真が付いており、マイナンバーの他に氏名、住所、生年月日および性別が記載されています。
表面は顔写真付きですので、運転免許証などと同様に身分証明書として使うことができます。裏面の１
２桁の数
字がマイナンバー（個人番号）です。ＩＣチップが付いていて、本人であることを証明する情報が入っています（税
や年金などの情報は入っていません）。
裏面

▼

表面

▼

オンラインでの身分証明書としてマイナンバーカードを使うためには、Ｉ
Ｃチップに「電子証明書」
を搭載する必要があります。この手続きには、暗証番号の設定が必要になりますので、マイナンバ
ーカードを受け取るときに、ご自身で暗証番号を設定していただきます。

マイナンバーカードを持つことで身分証明書として使う以外にも、次のメリット（長所）があります。

◦進学、就職、出産、年金の受給あるいは災害時などでマイナンバー（個人番号）の証明と本人確認が必要なと
きにマイナンバーカード１枚で行うことができます。

◦健康保険証の利用登録をすると、健康保険証として利用ができます。

◦全国のコンビニなどで住民票の写しや印鑑登録証明書を取ることができます。

◦行政機関に出向かなくても、マイナンバーカードを使うことで自宅などからオンラインで申請を行うことがで
きます。

◆マイナンバーカードの申請について
マイナンバーカードをまだ取得していない人に、７月から８月にかけて個人番号カード交付申請書が順次、送
付されます（令和３年１０月３１日時点で７５歳以上の人には、北海道後期高齢者医療広域連合から既に個人番号カー
ド交付申請書が送付されています）。
マイナンバーカードの申請から交付までは、１カ月程度かかります。次ページのマイナポイント取得の対象と
なる９月になりますと窓口の混雑が予想されますので、お早めの申請をお勧めします。

出張申請サポートのお知らせ
町職員が指定の場所に出向きマイナンバーカードの申請をお手伝いします。希望する
場合は、役場町民課（内線５５７）までお問い合わせください。町内に住所があり、企業、
学校、町内会や老人会、サークルなどのおおむね５人以上の集まりが対象です。
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マイナポイント第２弾について

国の消費活性化策としてマイナンバーカードを活用したマイナポイント事業が実施されています。現在実施さ
れているマイナポイント第２弾では、次の①～③の手続きを行うと、それぞれのポイントがもらえます。なお、②
の健康保険証の利用登録および③の公金受取口座の登録をした人へのポイント申し込み受け付けは６月３０日㈭正
午から開始されます。
①マイナンバーカードを令和４年９月末までに新規に申請し、取得した人はキャッシュレス決済サービスでチャ
ージまたは買い物をすると利用金額の２５％分（１人当たり最大５，
０００円相当）のポイントがもらえます。
（例えば、
キャッシュレス決済サービスで２万円のチャージまたは買い物をすると、選択したキャッシュレス決済サービス
で使用できる５，
０００円分のポイントがもらえます。ただし、マイナポイント第１弾で５，
０００円分のポイントを取
得した人は対象外です）。
※マイナポイントの予約および申し込みは令和５年２月末までに行う必要があります。また、マイナポイントの
対象となるチャージまたは買い物期間も令和５年２月末日までとなります。
②健康保険証の利用登録をして、ポイントの申し込みをすると７，
５００円相当のポイントがもらえます（健康保険証
の利用登録が済んでいる人を含みます）。
③公金受取口座の登録をして、ポイントの申し込みをすると７，
５００円相当のポイントがもらえます（公金受取口座
の登録が済んでいる人を含みます）。
※①に申し込んだ人で、②および③の申し込みをする場合には、６月３０日㈭正午以降に改めて申し込みを行う必
要があります。
※②の健康保険証の利用登録および③の公金受取口座の登録を行うだけではポイントはもらえません。

◆マイナポイントの手続きについて

マイナポイントの手続きは、お持ちのパソコンやスマートフォン（マイナポイントの手続きに対応

しているもの）あるいは郵便局やコンビニなどで行うことができます。

◦マイナポイントの手続きに対応しているＩＣカードリーダーとパソコン
◦マイナポイントの手続きに対応しているスマートフォン

◦郵便局やコンビニなどの【マイナポイント手続スポット】に設置されているマイナポイント申し込みのための
支援端末
町では、上記の手続きが難しい人のために、健康保険証の利用登録または公金受取口座の登録を含めた支援窓
口を役場町民課と木野支所に開設しています。手続きには、マイナンバーカードをお持ちのご本人が必ずお越し
ください。家族が代理で他の家族の分の手続きを行うことはできません（１
５歳未満の未成年者の人は、法定代理
人（父や母など）が行うことができます）。

マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください !
マイナンバーカードの申請やマイナポイント予約などの手続きで、マイナンバーや口座番号、口座の暗証番号、
資産の情報、家族構成などの個人情報を電話などで聞いたり、金銭を要求したりすることはありませんので、ご
注意ください。怪しいと思ったら、最寄りの警察署、消費者ホットライン（１８８）またはマイナンバー総合フリ
ーダイヤル０１２０－９５－０１７８（※音声ガイダンスに従って５番を選択）にご相談ください。

マイナンバーカードやマイナポイントについての問合先や情報サイトはこちら
◦マイナンバーカードの申請及び交付について…役場町民課（内線５５７）

◦マイナンバーカードについて…マイナンバー総合フリーダイヤル☎０１２０－９５－０１７８
マイナンバーカードおよびマイナポイントに関する情報サイト

▲マイナンバーカード
総合サイト
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▲マイナポイント
事業の紹介
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▲マイナポータル

▲マイナポイント
手続きスポット

▲詐欺にご注意を
（消費者庁）

国民健康保険制度
保険証の更新と国民健康保険税のお知らせ
◆国民健康保険の保険証の更新について
現在使用中の保険証の有効期限は本年７月３１日までとなっています。７月中に新しい保険証を送付しますの
で、８月１日からは新しい保険証を使用してください。
保険証は特定記録郵便で７月中旬から下旬にかけて順次送付する予定です。８月に入っても届かない場合
はご連絡ください。
◆限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証（以下「減額認定証等」）について
現在使用中の減額認定証などの有効期限は、保険証と同じ本年７月３１日までとなっていますが、減額認定証
などについては郵送による更新は行いません。８月以降において必要な場合は、あらためて申請が必要です（郵
送での申請も受け付けます。申請書を送付しますのでご連絡ください）。
◆令和４年度国民健康保険税（以下「国保税」）について
令和４年度の国保税は、地方税法施行令の改正による課税限度額の改定と未就学児（６歳に達する日以後の
３月３１日までにある被保険者）の軽減拡充を行い、税率の改定は行わないこととしました。
今後も国保加入者の皆さんが安心して医療を受けられるよう、国保の安定的な運営を図っていきますので、
ご理解とご協力をお願いします。
①国保税率について（表１）
国保税は７４歳以下の人の医療費などの給付金に当てられる医療保険分、後期高齢者医療の医療費に当てら
れる後期高齢者支援金分、介護給付費に当てられる介護保険分で構成されており、それぞれ「所得割額」「均
等割額」
「平等割額」を計算し、合算して算出します。
【表１】令和４年度国保税率（前年度から変更はありません）
税率
区分

算出根拠

所得割額

医療保険分
（０～７４歳の人）

後期高齢者支援金分
（０～７４歳の人）

介護保険分
（４０～６４歳の人）

令和３年中の所得に応じて計算し
ます

８．
１％

２．
３％

１．
４％

均等割額

世帯内の国保加入者の人数に応じ
て計算します

２４，
５００円

６，
７００円

８，
８００円

平等割額

１世帯当たり定額を加算します

２６，
０００円

６，
４００円

６，
７００円

※所得とは令和３年中（１月～１２月）の所得で、給与所得や事業所得、譲渡所得、公的年金などの雑所得など
から基礎控除
（所得から最大４３万円を差し引きます。前年の所得金額により控除額が異なる場合があります）
をした後の所得です。その他の扶養控除や医療費控除などは差し引きません。
※国保加入者のうち４０～６４歳の人は、医療保険分と後期高齢者支援金分、介護保険分を国保税として納めます。
４０歳未満の人と６５～７４歳の人は、医療保険分と後期高齢者支援金分を国保税として納めます。
※年度途中で４０歳になる人は、誕生月から国保税の介護保険分が課税されるため、年度途中に国保税の課税
額が変更になります。
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②課税限度額について（表２）
令和４年度の課税限度額は表２のとおりです。課税限度額とは、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保
険分ごとの金額の上限です。
【表２】課税限度額（医療保険分と後期高齢者支援金分を改定しました）
区

分

金

額

医療保険分

変更前

変更後

６３万円

６５万円

後期高齢者支援金分
変更前

変更後

１
９万円

２０万円

介護保険分
変更なし
１
７万円

③低所得者の軽減判定基準について（表３）
低所得者に対して、国保税を軽減する判定基準を設けています。判定基準に該当する世帯は、均等割額と平
等割額がそれぞれ軽減されます。令和４年度の軽減判定は、表３のとおりです。なお、世帯主が他の健康保険
に加入しており、その家族が国保に加入している世帯のことを擬制世帯といい、その世帯主のことを擬制世帯
主といいます。擬制世帯の場合の軽減判定は、擬制世帯主と国保加入者の合計所得で行います。
【表３】低所得世帯の国保税軽減判定基準
対象者所得要件
（所得が次の金額以下の世帯）

均等割の軽減割合

４３万円＋１
０万円×（給与所得者等の数－１）

７割軽減

４３万円＋（２８万５千円×世帯の被保険者数）＋１
０万円×（給与所得者等の数－１）

５割軽減

４３万円＋（５２万円×世帯の被保険者数）＋１
０万円×（給与所得者等の数－１）

２割軽減

※上の表に該当する人は、均等割と平等割がそれぞれ軽減されます。
※給与所得者等とは、次のいずれかに該当する人です。
◦給与などの収入額が５５万円を超える人
◦公的年金の収入額が、６５歳未満で６０万円、６５歳以上で１２５万円を超える人
④未就学児の軽減判定基準について
令和４年度から未就学児（６歳に達する日以後の３月３１日までにある被保険者）については、国保税のうち
医療保険分および後期高齢者支援金分の均等割額が５割軽減されます。また、上記③の軽減を受けている人も
対象になります。
◆非自発的失業者への国保税の軽減について
解雇や倒産、雇い止めなどで離職を余儀なくされた人に対する負担軽減措置として、前年の給与所得を１００
分の３０とみなして国保税を計算する特例があります。対象者は雇用保険の特定受給資格者（倒産、解雇など
事業主の都合による離職者）や特定理由離職者（雇用期間満了などによる離職者）で離職時に６５歳未満の人
です。この軽減を受けるためには手続きが必要となります。対象となる人は忘れずに届け出をしてください。
①確認方法
「雇用保険受給資格者証」による確認とし、「離職理由コード」が次の番号であれば対象となります。
◦特定受給資格者…離職理由コード １
１、１２、２１、２２、３１、３２
◦特定理由離職者…離職理由コード ２３、３３、３４
②軽減対象期間
離職日の翌日からその翌年度末まで
（例）令和４年３月３１日以降に離職・・・令和４年度と令和５年度が対象です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
③手続きに必要なもの

◦雇用保険受給資格者証
申請・問合先
7

役場町民課国保医療係（内線５４６・５４８・５４９）
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後期高齢者医療制度
保険証の更新と保険料のお知らせ
保険証

◆保険証が新しくなります（黄緑色→黄色）

▼

現在使用中の保険証（黄緑色）の有効期限は本年７月３１日までとなっ
ています。このため、７月中に新しい保険証（黄色）を送付しますので、
８月１日からは、黄緑色の保険証を破棄し、新しい黄色のものを使用し
てください。
◦新しい保険証の有効期限は、令和４年９月３０日です。
◦窓口負担割合の見直しに伴い、９月中に全ての被保険者を対象として
新しい保険証を交付します（窓口負担割合が変更とならない人を含み
ます）
。
※紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、役場町民課国保医
療係または木野支所にお申し出ください。
◆減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、限度証（限度額適

減額認定証

用認定証）も新しくなります（橙色→水色）

▼

現在使用中の減額認定証、限度証（ともに橙色）の有効期限は、保険
証と同じ本年７月３１日までとなっています。引き続き交付対象に該当す
る人には、７月中に保険証とともに減額認定証などを送付します。８月
１日からは、橙色の減額認定証などは破棄し、新しい水色のものを使用
してください。
▼減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する人
区分Ⅱ

世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない人

区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である人のうち、次のいずれかに該当
する人
限度証

◦世帯全員の所得が０円の人
※公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下の人
※給与所得がある場合、その金額から１
０万円を控除

▼

◦老齢福祉年金を受給している人
▼限 度証の交付対象…次の３区分のうち、現役並みⅠまたは現役並みⅡに該
当する人
現役並みⅢ

住民税課税所得が６９０万円以上の被保険者と、その人と同一世
帯にいる被保険者

現役並みⅡ

現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が３８０万円以上の被
保険者と、その人と同一世帯にいる被保険者

現役並みⅠ

現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の被保険者と、その人と
同一世帯にいる被保険者

2022.7
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◆保険料の計算方法
保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算し
ます。令和４年度の保険料額は、７月に個別にお知らせします。
均等割

所得割

（１人当たりの額）
５１，
８９２円

＋

（被保険者本人の所得に応じた額）

（令和３年中の所得－最大４３万円）×１
０．
９８％

１年間の保険料

＋

（限度額６６万円）

（１
００円未満切り捨て）

◦年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
◦「令和３年中」とは、令和３年１月１日から令和３年１
２月３１日までの期間に係る年分を言います。
◦所得とは、前年の収入から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を差し引いたものです。
◦前年の所得金額により、４３万円の控除額が異なる場合があります。
◆保険料の軽減
①均等割の軽減

◦軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
◦被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
◦昭和３２年１月１日以前に生まれた人の公的年金などに係る所得については、さらに１５万円を引いた額で判
定します。
▼均等割の軽減…世帯の所得に応じて、次のとおり３段階の軽減があります
対象者所得要件

（所得が次の金額以下の世帯）

均等割の軽減割合

４３万円＋１
０万円×（給与所得者等の数－１）

７割軽減

４３万円＋（２８万5,000円×世帯の被保険者数）＋１
０万円×（給与所得者等の数－１）

５割軽減

４３万円＋（５２万円×世帯の被保険者数）＋１
０万円×（給与所得者等の数－１）

２割軽減

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人です。
◦給与などの収入額が５５万円を超える人
◦公的年金の収入額が、６５歳未満で６０万円、６５歳以上で１２５万円を超える人
②被用者保険の被扶養者だった人の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった人は、負担軽減のための特別措置として、所得割が
かからず、制度加入から２年を経過していない期間のみ均等割が５割軽減となります。
※所得の状況により、均等割の軽減割合が７割に該当することがあります。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの人が加入している健康保険のことで、市町村の国民
健康保険などは含まれません。
問合先

北海道後期高齢者医療広域連合☎０１
１－２９０－５６０１、℻０１
１－２１０－５０２２、役場町民課国保医療係（内

線５４７）
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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減

【表１】

少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、
申請により国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料・介護保険料の全部または一部を減免します。
▽

減免対象者（対象世帯）

①新 型コロナウイルス感染症により、主たる生計維
持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
②新 型コロナウイルス感染症の影響により、主たる
生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入ま
たは山林収入（以下「事業収入等」といいます）
の減少が見込まれ、次の全てに該当する場合
【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料】
ア 事業収入等のうち、事業収入や給与収入など、
収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年収

国民健康保険税
世帯の被保険者全
員の保険税額

Ｂ

主たる生計維持者の減少することが見込まれる事
業収入等に係る前年の所得金額

Ｃ

主たる生計維
主たる生計維持者及び世帯の被保
持者の前年の
険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額

【表２】
減免割合（Ｄ）
主たる生計維持
者の前年の合計
国民健康保険税・後期
介護保険料
所得金額
高齢者医療保険料

と

３００万円以下

【介護保険料】
ア 事業収入等のうち、事業収入や給与収入など、
収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年収
入に比べて１０分の３以上減少する見込みであるこ
と
イ 収入減少が見込まれる事業収入等以外の前年の
所得の合計額が４００万円以下であること
▽

減免対象となる期間
令和４年度の保険税（料）であって、令和４年４

月１日から令和５年３月３１日までの間に普通徴収の

１
０分の１
０

４００万円以下

１
０分の８

５５０万円以下

１
０分の６

７５０万円以下

１
０分の４

１，
０００万円以下

１
０分の２

１，
０００万円超

対象外

１
０分の１
０

１
０分の８

※主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合
には、前年の合計所得金額にかかわらず、【表１】
で算定される対象保険税（料）額の１０分の１０を減
免します（国民健康保険税については非自発的失
業者の軽減制度が優先される場合があります）。
申請に必要な書類

▽

ウ 前年の合計所得金額が１，
０００万円以下であること

保険料額

対象保険料（税）額＝Ａ×Ｂ／Ｃ

２１
０万円以下

所得の合計額が４００万円以下であること

介護保険料

Ａ

入に比べて１０分の３以上減少する見込みであるこ
イ 収入減少が見込まれる事業収入等以外の前年の

後期高齢者
医療保険料

令和３年中および令和４年中の収入などが分かる

納期限（特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付

もの、事業の廃止や失業の場合は廃業届や離職票な

の支払日）が設定されているもの

どが必要になります。

▽

減免額

◦減 免対象者（世帯）の①に該当する場合は、全額
免除
◦減免対象者（世帯）の②に該当する場合は、【表１】
で算出した対象保険税（料）額に【表２】の減免
割合を乗じた額を減免します。
※減免額＝（Ａ×Ｂ／Ｃ）×（Ｄ）

減免の対象となるか、申請に必要な書類などの詳
細については、お問い合わせください。
問合先

◦国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について
…役場町民課国保医療係（内線５４６・５４７）
◦介護保険料について…保健センター内高齢者福祉
課介護保険係☎３２－４５６７）

2022.7
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国民年金保険料の納付が
難しいときは

本人・配偶者の各年度におけ

事前に申請が必要となり、３

なお、追納をするためには

額を増やすことができます。

と、保険料の納付が猶予され

年以上前の保険料を追納する

納）することで、将来の年金

る前年所得がそれぞれ基準額

歳 未 満 で、

収入の減少や失業などの理由で、国民年金保険料を納め
ることが困難な場合は、保険料の納付が免除または猶予さ

以下である場合、申請をする

ま た、 本 人 が

れる制度があります。
年度における前年所得がそれ

ます。

また、追納した保険料額は

されます。

期間に応じた加算額が上乗せ

ときは、当時の保険料に経過

ぞ れ 基 準 額 以 下 で あ る 場 合、

◆保険
 料を未納のままにする
と

表をご覧ください。

なお、基準額については別

申請をすると、保険料の納付
が免除されます。

◆学生納付特例制度

社会保険料控除の対象となり、

１
６８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

学生納付特例

１
２８万円＋扶養親族等の数×３８万円＋社会保険料控除額等

◆免除または猶予が承認され
ると

免除の承認を受けた期間に

応じて、将来の年金額は少な

する国民年金保険料の免除

などについて

令和２年５月１日から新型

された場合であっても、納付

なお、保険料の一部が免除

時特例措置が設けられていま

猶予および学生納付特例の臨

国民年金保険料の免除、納付

で収入が減少した人に対して

コロナウイルス感染症の影響

すべき保険料を納付しなけれ

また、猶予の承認を受けた

いては、日本年金機構のホー

す。臨時特例措置の詳細につ

期間は、年金を受給するため

に必要な加入期間（受給資格

期間）に含まれますが、将来

◆将来の年金受給額を増やす
ためには

年 以 内 で あ れ ば、

免除または猶予の承認を受
けてから

申請・問合先 帯広年金事務

所☎
８１１３、役場町

ムページ（ https://www.nenk
）をご確認ください。
in.go.jp

れます。

ば、その期間は未納とみなさ

くなります。

◆新型コロナウイルス感染症
の影響による減収を事由と

所得税と住民税が軽減されま

４分の１免除

利用ください。
１
２８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

の年金額には反映されません。

学生の人は保険料免除・納

(扶養親族等の数＋１)×３５万円＋３２万円

付猶予制度は利用できません

予

ったときに、障害基礎年金や

猶

遺族基礎年金を受給すること

付

ができない場合があります。

納

◆まずは悩まずに相談を

(扶養親族等の数＋１)×３５万円＋３２万円

申請することで保険料が免

除

除または猶予（先送り）とな

免

る制度がありますので、ご相
談ください。
令和４年７月１日から、令
和４年度分（令和４年７月分
から令和５年６月分まで）の
国民年金保険料免除・納付猶
予申請書の受け付けを開始し
ます。対象期間は、申請書を
提出する日から２年１カ月前
までさかのぼることができま
す。

除

あ と か ら 保 険 料 を 納 付（ 追

６）

民課町民窓口係（内線５５

２５
－

な お、 失 業 し て い る 人 は、
証明書類（雇用保険受給資格

半

免

者証または雇用保険被保険者
離職票の写しなど）の原本を

８８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

１０

持参してください。

額

す。

万一の事故などで障がいを負

と が で き な い だ け で は な く、

将来的に年金を受給するこ

５０

４分の３免除

額

2022.7
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◆保険料免除・納付猶予制度
本人、配偶者、世帯主の各

全

ので、学生納付特例制度をご

【別表】保険料免除・納付猶予の段階所得基準額の目安

ＳＤＧｓ町民講演会

「みんなで進めよう！ＳＤＧｓ」を開催します
エスディージーズ

第６期音更町総合計画（令和３年～１２年）に位置付けているＳＤＧｓの推進に向けて、その理
解を図るため講演会を開催します。最近「ＳＤＧｓ」って、よく聞くけど、本当のところよく分か
らないという人もまだまだ多いのではないでしょうか。
そこで、ＳＤＧｓのイロハを学び、ＳＤＧｓの理念“誰一人取り残さない、持続可能な開発”の
ために一人ひとりができることを知り、みんなで取り組みましょう。
き

▽ ▽ ▽


と

７月３０日㈯、午前１０時３０分～正午

ところ

総合福祉センター

講

慶応義塾大学大学院政策・メディア研

師

究科特任助教
題

▽ ▽ ▽

演

こすも

超 さん

みんなで進めようＳＤＧｓ

入場料
定

高木

無料

員 １００人（先着順）

※託児、手話通訳を希望する人は、必ず事前にお
申し込みください。
申込方法

▽


参加を希望する人は、次のいずれか

の方法で７月２１日㈭までにお申し込みくださ
い。
①電話…役場企画課にお申し込みください。
②インターネット…下記の二次元バーコードから
お申し込みください。
③ファクス…役場、木野支所、各コミセンに配置
してある講演会チラシの裏の申込用紙に必要事
項をご記入の上、送信してください。
※講演会当日はＹｏｕＴｕｂｅによるＬＩＶＥ配信を行
います。視聴を希望する人は下記の二次元バー
コードまたは「音更町企画課チャンネル」を検
索して視聴してください。
申込・問合先

企画課企画調整係（内線２１３）、

℻４２－２１
１７
Ｙ
 ｏｕＴｕｂｅ音更町
企画課チャンネル

▲

 し込み受付
申
フォーム

講師プロフィール
昭和６１年東京都生まれ。ＮＰＯなどを経て、
平成２４年から神奈川県大和市役所で住民協働
などを担当。平成２９年９月に退職し、渡米。
クレアモント評価センター・ニューヨークの研
究生として「自治体におけるＳＤＧｓのローカラ
イズ」に関する研究を行い、帰国後の平成３１年
４月から現職。
内閣府地域活性化伝道師、亀岡市参与のほか、
鎌倉市、川崎市、ヨコハマＳＤＧｓデザインセン
ター（横浜市）などでＳＤＧｓに関するアドバイ
ザーを兼務。そのほか、ミレニアル世代・Ｚ世
代でＳＤＧｓを推進する団体「ＳＤＧｓ－ＳＷＹ」
を創設し、令和３年３月まで共同代表。

▲

著書に『ＳＤＧｓ×自治体 実践ガイドブック』
『まちの未来を描く！自治体のＳＤＧｓ』『ＳＤ
https://www.harp.
lg.jp/Jst5Xxga

https://www.youtube.
com/channel/UCiupZU2fakb-TDOK0Q98gA

Ｇｓ×公民連携

先進地域に学ぶ課題解決のデ

ザイン』ほか。
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環境通信
スズメバチに注意・マンションなどの所有者へ
安全運転を心がけましょう
ガスボンベなどの捨て方
燃やさないごみ収集お休み
スズメバチに注意してください
毎年夏になると住宅の屋根などにスズメバチが巣
を作ることがあります。スズメバチは防衛行動から
巣への接近者に対して攻撃をします。刺された場合
死亡するケースもあ

マンションなどの所有者へのお願い
アパートやマンションを所有している人には、入
居者のごみ出し場所として、ネットや箱型のステー
ションを設置するなどご協力をいただいています。
しかし、町内のアパート・マンションの中にはごみ
出しのマナーを守らない一部の入居者のごみが放置

るため、巣には絶対

されたり、カラスに荒らされて飛散し、近隣に住む

に近づかないでくだ

方の迷惑となっている状況が見受けられます。

さい。

ごみは、排出者が責任を持って処分することが原

安全運転を心がけましょう
７月１３日㈬～２２日㈮は夏の交通安全運動期間、
７月１３日㈬は「飲酒運転根絶の日」です。悲惨な交
通事故をなくすため、次のことに注意しましょう。
◦飲酒運転は絶対にやめましょう。「しない、させ
ない、許さない」を厳守しましょう。
◦疲れや眠気を感じた場合は無理をせず、近くの道
の駅やコンビニなどで休憩を取りましょう。
◦シートベルトとチャイルドシートは、全席必ず着
用しましょう。
◦道路の横断は、近くの横断歩道を渡りましょう。
◦自転車は点検してから、交通ルールとマナーを守
って運転しましょう。
◦バイクに乗るときは、視野が四輪車より狭くなり
ます。安全確認に努めましょう。

則ですが、アパート・マンションの所有者・管理者
にも、管理する土地を清潔に保つよう努める責務が
あります。住みよい生活環境を保つため、今後とも
適正なごみの管理をお願いします。

ガスボンベ・スプレー缶の捨て方
ガスボンベ・スプレー缶は正しく捨てないと爆発
事故が発生する可能性があります。捨てる際は次の
点に注意してください。
◦中身を使い切ってから、穴を空けずに捨てる。
◦透明か半透明の袋に入れて資源ごみの日に捨てる。
◦飲み物などの缶と混ぜて袋に入れない。
※ガスが残っている場合は、屋外などの火気のない
風通しの良いところでガスを抜いてから捨ててく
ださい。

燃やさないごみ収集お休みのお知らせ
７月１８日㈷「海の日」は、燃やさないごみの収

問合先

13

役場環境生活課環境生活係（内線

集がお休みです。燃やさないごみの収集日が月曜日

５６２）、同課地域安全係（内線５６５）、

の地区は収集日が 1 週間ずれ、隔週での収集にな

同課地球温暖化対策係（内線５６７）

2022.7

りませんので、ご注意ください。
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