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PickUp

後期高齢者医療制度の
保険料率が決定しました

問 和歌山県後期高齢者医療広域連合 ℡ 428-6688
和歌山市保険総務課 ℡ 435-1062　　　　　　

　平成 26・27 年度の保険料率が決定しましたのでお知らせします。

均等割額　44,730 円（43,271 円）

所得割率　　８.55 ％（８.28％）

賦課限度額　57 万円（55 万円）

　所得の少ない世帯の方は、これまでど
おり均等割額、所得割率が軽減されます。
また、均等割額を２割・５割軽減する方の
対象範囲が拡充されます。保険料を記載
している「平成 26 年度 保険料決定通知書・
納入通知書」は７月中旬に送付します。

PickUp

67 歳～ 69 歳対象の
老人医療費助成制度

問 保険総務課 ℡ 435-1062

 　次の条件すべてにあてはまる方を対象に、医療費の助
成を行っています。申請が必要です。
対象　○ 67 歳～ 69 歳の市民の方、または 65 歳～ 66 歳
　　　　で３か月以上寝たきりの市民の方
　　　○市民税非課税世帯
　　　○収入・資産等が一定の基準以下の方

医療費の負担割合   ２割
※すでに助成を受けている方も、
４月１日から２割負担となりま
す。（健康保険法等で 70 ～ 74
歳の医療費の負担割合が見直
されたため。）

PickUp

PickUp

夜間や休日の救急外来のご案内

70～74歳の高齢者医療制度の見直し
問 国保年金課（保険給付班）℡ 435-1215

　70 歳から 74 歳の方の医療費の窓口負担は、
法律上２割となっていますが、特例措置で１割

負担とされていました。しかし、医療費はなお増加傾向にあ
り、70 ～ 74 歳の方の負担割合を見直すことになりました。

●見直しの内容
　平成 26 年４月２日以降に 70 歳の誕生日を迎える方から段
階的に２割負担になっていきます。
※基準以上の所得がある方は、これまでどおり３割負担です。

●高齢受給者証の郵送
❶誕生日が昭和 19 年４月１日以前の方
１割にあたる方のみ、３月下旬に「高齢
受給者証（１割）」を郵送しています。

❷誕生日が昭和 19 年４月２日以降の方
70 歳になる誕生月の下旬に「高齢受給者
証（２割／３割）」を郵送します。
※１日生まれの方は、誕生月前月の下旬
に郵送します。

●注意　見直し内容は、
平成 26 年度政府予算案の可
決・成立が前提となります。

（※１）和歌山市国民健康保険条例第 15 条の３および第 15 条の４
（※２）計算の結果、延滞金が 1,000 円未満の場合はその全額を切り捨て、

1,000 円以上の場合は 100 円未満端数を切り捨てます。 
（※３） 延滞金の対象となる保険料額が 2,000 円未満の場合はその全額を

切り捨て、2,000 円以上の場合は 1,000 円未満端数を切り捨てます。

保険料額×🅐 / 365 × 7.3％　＋　保険料額×🅑 / 365 × 14.6％

●特例措置期間の延滞金の計算 （平成 26年１月１日～12月31日）

保険料額×🅐 / 365 × 2.9％　＋　保険料額×🅑 / 365 × 9.2％

（※３）

国民年金
問 国保年金課（国民年金班）℡ 435-1055

　　和歌山東年金事務所 ℡ 474-1841　   　

1 国民年金保険料の改定
　平成 26 年度の保険料は、月額 15,250 円です。納付書は４

月上旬に日本年金機構から送られます。１年分の保険料を４
月30日水までに一括納付すると、3,250円割引されます。

2 年金額が４月分から引き下げられます
　将来受け取る人の年金の確保と、世代間の公平を図るために、
平成 25 ～ 27 年度で年金額を改定しています。４月分（６月

支払分）から 0.7％引き下げられます。詳しくは、６月に年金
機構から届く改定通知をご覧ください。

3 保険料の免除・納付猶予制度、学生納付特例制度
　申請時点から２年１か月前までさかのぼって免除・納付猶予、
学生納付特例の申請ができます。承認を受けた期間は、障害・
遺族基礎年金の受給資格対象期間になります。

●申請時の注意点
▶申請年度の前年所得をもとに審査します。世帯主や配偶者
の所得を審査する場合もあります。
▶遡及期間は２年１か月です。過去の分の申請は速やかに。

●申請に必要なもの
▶年金手帳　▶印鑑
▶学生証または在学証明書のコピー（学生納付特例のみ）
▶住民税の課税・非課税証明書（申請年度の直前の１月１日
時点で和歌山市に住民登録のない方のみ）
▶離職票または雇用保険受給資格者証等（失業された方のみ）

　　　   和歌山市夜間・休日応急診療センター
●内科
ひる 日祝・12/30 ～１/ ３ ▶10 時～ 12 時、13 時～ 17 時

よる
平日 ▶20 時～０時
土日祝・12/29 ～１/ ３ ▶19 時～翌日６時

●小児科
ひる 日祝・12/30 ～１/ ３ ▶10時～12時、13時～17時

よる
平日 ▶20時～翌日６時
土日祝・12/29 ～１/ ３ ▶19時～翌日６時

●耳鼻咽喉科
ひる 日祝・12/30 ～１/ ３ ▶13時～17時

よる
平日 ▶20時～０時
土日祝・12/29 ～１/ ３ ▶19時～０時

　※年末年始のみ翌日６時まで医師待機

●歯科　☎428-3588
ひる 日祝・８/13～15・12/29～１/４ ▶10時～12時、13時～15時

※（　）内は、平成 24・25 年度。

国民健康保険・国民年金
４月からの変更点

加入の方は必読です！
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お腹が痛い、
熱が出たなど

受診できる医療機関をお尋ねください。

和歌山県救急医療情報センター

☎ 426-1199
No

どの診療科に行けば
いいかわからない！

症状が重い
とき！

問 総務企画課  ℡ 488-5109

救急病院

☎ 425-8181

国保料の延滞金と督促手数料の徴収
問 国保年金課（収納班）℡ 435-1214

　平成 26 年６月から条例（※１）に基づき、延滞
金と督促手数料を徴収します。延滞金の利率は

年 14.6％（納期限の翌日から３か月以内は年 7.3％）です。
延滞金は日々加算されますので、早めの納付をお願いします。

●延滞金の計算（※２）

🅐 ･･･ 納期限の翌日から３か月を過ぎる日までの期間

🅑 ･･･ 納期限の翌日から３か月を経過した期間

見 本

見 本

保険証と一緒
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　してください

圧着はがきで
送っています！

めくると ･･･

　　　外科系一次救急病院（当番医制）
　市内 13 病院が当番制で、外科系の救急外来を受
け付けています。当日の当番医は市ホームページで
ご確認いただくか、和歌山県救急医療情報センター

（☎ 426-1199）にお問い合わせください。

診療時間　平日　▶18 時～翌日８時
　　　　　土曜　▶12 時～翌日８時
　　　　　日祝・12/29～１/３  ▶８時～翌日８時

●当番表のウェブサイトへは①または②の方法で
①市ホームページトップ→いざとい
うときに「消防・救急」→「休日・
夜間の救急当番病院予定表」
②QR コードを読み取ってアクセス！

●あらかじめ当番病院に連絡してから受診してくだ
さい。

地蔵の辻付近（中之島）の桜並木で１本の桜が開花
（平成26年２月26日撮影）

見 本


