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今回お送りする被保険者証から有効期限
が７月31日になります。
今回お送りする被保険者証から有効期限
が７月31日になります。

新しい保険証を９月中に送付します。

令和２年８月から70歳以上の方の「被保険者証」と「高齢受給者証」が一体化することになりました。こ
れに伴い、新しい被保険者証の有効期限が７月３１日になります。
保険証は世帯で加入している人の保険証をまとめて世帯主宛に郵送いたします。
新しい保険証に記載されている方が転出しているとき、勤務先の健康保険に加入しているとき、また保険証
の記載内容に間違いがあるときは、医療保険・年金係（市役所１階８番窓口）で手続きが必要になります。
また、有効期限が切れた保険証は個人情報が記載されていますので、10月１日以降に市役所、各地区コミ
ュニティセンター、各保健福祉サービスセンター、市役所ベルビア店へお返しいただくか、ご自身で裁断の
うえ破棄してください。
保険証用のケースは市役所、各地区コミュニティセンター、各保健福祉サービスセンター、市役所ベルビア
店に常備してありますので必要な方はお申し付けください。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）について
ジェネリック医薬品は、新薬の特許期限（20年～25年）が切れた後に販売される医薬品で、新薬と同じ成分、
同じ効能・効果をもつ医薬品で、新薬に比べて安価な薬です。また、ジェネリック医薬品を選ぶことは、自
己負担額の節約や、伸び続ける医療費の節減になり、国民健康保険財政の改善につながります。

ジェネリック医薬品を希望するときは
ジェネリック医薬品は医療用医薬品ですので、病院や診療所の医師による処方せんが必要です。医師や薬剤
師と相談しながら、自分に合ったお薬を選択して使用しましょう。
　注　①医師が変更すべきでないと判断し処方せんに医師が署名している場合は、切り替えることはできません。
　　　②すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。ジェネリック医薬品に切り替えられ
　　　　ない場合もあります。
　ジェネリック医薬品を希望することを医師や薬剤師に簡単に伝えられるように、「ジェネリック医薬品希望
　シール」を、新しい保険証と一緒にお送りしますので、ご活用ください。

ジェネリック医薬品を使用しましょうジェネリック医薬品を使用しましょう

健康保険の扶養家族健康保険の扶養家族
社会保険など勤務先の健康保険加入者の扶養家族は、その健康保険に加入することとなっています。
国保加入者でお子さんやご主人などが会社へ勤めている方は、条件が満たされていれば、勤めている方の加
入している健康保険に扶養家族として加入することができます。
勤務先で加入する健康保険料は、給与によって計算され、勤めている方が保険料を支払いますので、被扶養
者が増えても金額に変わりはありません。
　勤務先の健康保険加入に必要な条件は、次のとおりです。
　①３親等以内の親族であること
　②１年間の収入が
　　・60歳未満で130万円未満の方
　　・60歳以上で180万円未満の方
　③勤務先の認定
条件①②に該当すると思われる方は勤務先の健康保険担当者に加入できるか確認してください。

一般用（藤色）一般用（藤色）※退職者用は黄色に変わります。※退職者用は黄色に変わります。
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特定健診は、健康寿命を延ばすための健診です！
いつまでも元気で生活できるように、自分のために、家族のために年に
一度は健診を受けましょう‼

国民健康保険加入の40歳～74歳の方
※対象者には、受診票をお送りしてあります。紛失された方は、再発行しますので健康管理センターへ
　ご連絡ください。

10月31日（木）までに、特定健診を受けられない方へ
特定健診（集団健診）を実施します！（予約制）
電話で申込を受け付けますので、健康管理センターまでご連絡ください。
　日程

『受けてよかった！特定健診』 受診はお済ですか？『受けてよかった！特定健診』 受診はお済ですか？

お問い合わせ先
茅野市　健康づくり推進課　健康推進係（茅野市健康管理センター内）
TEL0266－82－0105　FAX0266－82－0106

自己負担額は無料です！
特定健診は
お得がいっぱい！

血圧は先生に診てもらっていたけど特定健診を受けたら、
血糖が高いことも分かって、一緒に診てもらうようにな
ったよ！

血管が半分も詰まって
いても、自覚症状がな
いんだって。健診やら
ないと、血管が傷んで
いるかわからないんだ
ね。

指定医療機関での健診は、10月31日（木）までです。
まだ、特定健診を受けられていない方は、早めに受診をお願いいたします。

特定健診は、健康づくりポイント事業の
必須項目です。
ポイントを貯めて、応募しよう‼

特定健診対象者

《血管断面図》

令和元年

11月23日（土）

12月19日（木）

11月28日（木）

12月23日（月）

11月29日（金） １月21日（火）

１月29日（水）

1月26日（日）

２月１日（土）

令和２年

受付時間　午前8：30～11：00　午後1：30～3：00　　　　
ところ　健康管理センター
自己負担額　無料
※大腸がん検診も同時に受けることができます。（自己負担額：200円）
　申込の際に、「大腸がん検診を希望」とお伝えください。
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国民年金だより国民年金だより №143
高齢者・保険課　☎72-2101
医療保険・年金係 （内線 326）
岡谷年金事務所　☎23-3661

年金生活者支援給付金制度がはじまります

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援す

るために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。

　◆老齢基礎年金を受給している方（以下の要件をすべて満たしている必要があります）

　　　□65歳以上である　□世帯員全員が市町村民税が非課税となっている

　　　□前年の年金収入額とその他所得額の合計が879,300円以下である

　◆障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方（以下の要件をすべて満たしている必要があります）

　　　□前年の所得額が約462万円以下である

・給付金のお支払いは、２か月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは別途お支払い

　します。

　例えば、10月分と11月分を、12月中旬（年金の支払い日と同日）に振り込みます。

・令和２年１月以降に請求した場合は、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、速や

　かな請求手続きをお願いします。

対象となる方

ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。
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令和元年10月１日

　①平成31年４月１日以前から年金を受給している方

　　対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が９月上旬から順次届きます。同封のは

　　がき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出してください。

　②平成31年４月２日以降に年金を受給しはじめた方

　　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市で請求手続きをしてください。

請求手続き

〈受付時間〉

月曜日　午前８：30～午後７：00　　火～金曜日　午前８：30～午後５：15

第２土曜日　午前９：30～午後４：00

　※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後７：00まで相談をお受けします。

　※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日はご利用いただけません。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。

　□日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはあり

　　ません。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

『給付金専用ダイヤル』：0570－05－4092（ナビダイヤル） 年金給付金 検索
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尖石温泉「縄文の湯」は月曜日、アクア
ランド茅野は火曜日が定休日ですが、
10月1４日（月）体育の日、10月22日（火）
国民の祝日も休まず営業しますので、ご
利用ください。
問　縄文の湯　☎71－6080
　　アクアランド茅野　☎73－1890

発達障害は、最近、注目されている心身
の状態です。
茅野市の21世紀の福祉を創る会（通称：
福祉21茅野）では、発達障害について広
く市民の皆様に知っていただくための啓
発活動のひとつとして、発達障害の理解
と支援に向けた講演会を開催します。
１回目
とき　10月16日（水）
　　　午後７時～午後８時30分
テーマ　「大人の発達障害－その理解と
　　　　支援－」
　講師　医療法人和心会松南病院
　　　　宮坂義男 院長
２回目
とき　11月20日（水）
　　　午後７時～午後８時30分
テーマ①　「会社で困っている人への理
　　　　　解と支援」
　講師　野村證券株式会社 松本支店長
　　　　渡邉広重 氏
テーマ②　「社会で困っている人への理
　　　　　解と支援」
　講師　長野県発達障がいサポート・マ
　　　　ネージャー　茅野進 氏
ところ　ゆいわーく茅野集会室
定員　180名
※託児あります。予約になりますので、
　ご希望の方は講演会開催日の10日前
　までにお申込みください。
問　地域福祉課　福祉総務係（内線302）

お知らせ、募集案内、イベント情報など
暮らしに役立つ情報をお届けします。

茅野市役所　☎0266－72－2101(代表)
〒391－8501 塚原二丁目６番１号

運動機能の低下を予防し、楽しみながら
できる脚腰おたっしゃ教室を開講します。
講師は、諏訪湖畔病院内にありますメデ
ィカルフィットネス「あさがお」の健康運
動指導士です。持ち物として上履き（踵
のある靴タイプ）、ヨガマットまたはバス
タオルをご持参いただき、お気軽にご参
加ください。
とき　10月２日（水）、９日（水）、16日
　　　（水）、23日（水）
　　　いずれも午前10時30分～11時30分
ところ　ちの地区コミュニティセンター
　　　　第一・二会議室
参加費　無料
対象　市内在住の65歳以上の方
問　高齢者・保険課　高齢者福祉係
　　（内線334）

「オレンジ・カフェ」を通して、認知症の
理解や、認知症の方をどのように支えて
いくか、考えてみませんか？事前申し込
み不要ですので、お気軽にご参加くださ
い。お飲み物をご用意してお待ちしてい
ます。
今回は、ウエルシア薬局担当者から『認
知症と聴力の関係』についてアドバイス
を受けることができます。
とき　10月７日（月）
　　　午後２時30分～３時30分
ところ　ウエルシア茅野本町店
対象　認知症の方やその家族、支援する方
問　高齢者・保険課　高齢者福祉係
　　（内線334）

10月２日から11月１日までに65歳にな
る方を対象にしています。なお、介護保
険制度に関心のある方もご参加いただけ
ます。（申込不要）
とき　10月11日（金）
　　　午前９時30分～11時
ところ　茅野市役所　議会棟大会議室
問　高齢者・保険課　介護保険係
　　（内線337）

令和元年10月１日からの消費税率変更
等に伴い、国の介護給付費単価が改正さ
れます。
茅野市が実施しています「ふれあい保健
福祉事業」の内、次の３事業の単価につ
きましては、国の介護給付費単価に基づ
き実施しています。
本年10月１日以降、次の３事業におけ
る１回あたりの利用者負担額は、９月ま
での利用者負担額より１円から20円の
範囲で増額となります。
10月利用分から新たな利用者負担額と
なる事業
　①茅野市訪問サービス事業（訪問介護、
　　訪問看護）
　②茅野市短期入所事業（ショートステイ）
　③茅野市通所サービス事業（通所介護、
　　通所リハビリテーション）
これらの事業の利用者負担額につきまし
ては、担当の介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）や利用される事業所に確認して
いただきますようお願いいたします。
問　高齢者・保険課
　　高齢者福祉係（内線334）

放送期間 こんにちは茅野市です　放送内容

10月１日

～10月７日

10月８日

～10月14日

10月15日

～10月21日

10月22日

～10月31日

●多留姫　稲刈まつり

●博物館　星空観望会

●森でエコサバイバル

●サイエンスフェスタinちの2019

●北部中学校開校60周年記念式典・講演会

●ウォーキングのつどい

●金沢小学校　きのこ狩り遠足

●槻木　廻り舞台

ビーナチャンネル

番組表
LCV11ch

問　地域戦略課広報戦略係   ☎72－2101（内線235）

00分～　行政インフォメーション
　　　　トピックス
20分～　投稿ビデオコーナー
30分～　文字放送

※午前６時～翌日午前１時まで
 １時間プログラムを繰り返し放送
　しています。

基本放送スケジュール

10月の介護保険制度説明会脚腰おたっしゃ教室

オレンジ・カフェ茅野
発達障害の理解と支援の講演会

♨ 市営温泉施設は
次の日も営業します

ふれあい保健福祉事業の
利用者負担変更

広報ちの　2019.1021
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