後期高齢者医療制度
～窓口負担割合の見直しに伴う
保険証（被保険者証）の一斉更新について～
保険証が新しくなります（黄色→橙色）
現在、ご使用の黄色の保険証の有効期限が令和 4 年 9 月 30 日をもって
満了となるため、10 月以降は使用できなくなります。
９月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら橙色の
保険証をご使用ください。
10 月以降の窓口負担割合が引き続き１割または３割の方も、保険証が新
しくなります。
〇

新しい保険証の有効期限は、令和５年７月 31 日です。

〇

紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、
妹背牛町役場住民課保険グループまでお申し出ください。

保険証 ( 黄色 )
新しい保険証は

橙色 です

※減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、限度証（限度額適用定証）は
有効期限が令和５年７月 31 日までのため、再交付しません。

一定以上の所得のある後期高齢者医療の
被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります
令和４年 10 月１日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者（窓口負担割合３割）
を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。窓口負担割合の変更対象となる方は、後期高
齢者医療の被保険者全体のうち約 20％です。

窓口負担割合が２割となる方は、
以下の項目にすべて該当する方です
〇住民税課税世帯で、３割負担（現役並み所得者）ではない
〇同一世帯に住民税の課税所得が 28 万円以上の被保険者がいる
〇年金収入＋その他の合計所得金額が、
・被保険者が２人以上の世帯の場合、合計 320 万円以上
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医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約４割
は現役世代（子や孫などの世代）の負担（支援金）となっ
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑
え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

【お問い合わせ先】

住所〒 060-0062
TEL 011-290-5601

令和４年度以降、団塊の世代が 75 歳以上となり始め、

ており、今後も拡大していく見通しとなっています。

・被保険者が１人の世帯の場合、200 万円以上

北海道後期高齢者医療広域連合

見直しの背景

妹背牛町役場住民課保険グループ
TEL 0164-32-2410（直通）

妹背牛町の

お知らせ
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国民年金よりお知らせ
◎国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法廷免除）
、

◎不審なメール・ＳＭＳにご注意ください！
日本年金機構を装い、お客様の個人情報等を盗み出そうとす

納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、

るメール（ショートメールサービス（ＳＭＳ）を含む。以下同じ）

保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（６５歳から受け

や不審なサイトへ誘導しようとするメールが確認されておりま

られる年金）の受け取り額が少なくなります。

すので、次の内容についてご注意ください。

将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等これら

①メールでお客様の口座番号等をお尋ねすることはありません。

の期間の保険料については、１０年以内であればさかのぼって

②ＳＭＳによるお知らせは行っておりません。（日本年金機構か

納める（追納）ことができます。

ら送るねんきんネットに関するメールには電子署名を添付して

ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算し

います。）

て３年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定額の加算

※メール内容等に不審な点を感じる場合は、メール記載のリン

額が上乗せされます。

ク先をクリックしないようにしてください。

追納は、古い月のものから納付することになりますが、一部
免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなけれ
ば追納できませんので、ご注意下さい。
※申請方法や申請書等は、日本年金機構のホームページ
（https://www.nenkin.go.jp/）に掲載しております。お電
話での問い合わせは、ねんきんダイヤル☎ 0570-05-1165 ま
でお願いします。

令和４年度自衛官候補生募集案内
資格

日本国籍を有し、採用予定月の１日現在
18 歳以上 33 歳未満の男女

受付期間

年間を通じて受付中

試験期日

10 月 16 日（日）
・17 日（月）のいずれか
１日（来月以降の試験日は別途周知）

試験会場

陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）

【お問い合わせ先】自衛隊旭川地方協力本部南地区隊

☎ 0166-55-0100

子宮頸がんとＨＰＶワクチン
子宮頸がんは、がんの中でも２０～３０代と若い世代から

その後多方面からの検討が進められ、接種後に報告された

発症がみられ、女性のライフイベント（妊娠・出産）に与え

症状は主に機能性身体症状（心身の反応）であるとの見解に

る影響が大きいがんです。その一方で、検診での早期発見が

至り、①安全性について特段の懸念が認められないこと、②

可能であり、ワクチンで予防できる唯一のがんと言われてい

接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認め

ます。

られたこと、③接種後の症状に対する診療体制の整備なども

〇ＨＰＶワクチンと子宮がん検診

行われたことから、令和 4 年 4 月から積極的勧奨が再開と

ＨＰＶワクチン（子宮頸がんワクチン）とは、子宮頸がん
の原因となるヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）の感染を防
ぐワクチンです。
子宮頸がんは子宮の入り口である子宮頸部に生じるがん

なりました。
〇定期接種とキャッチアップ接種
定期接種の対象は、小学校 6 年生～高校 1 年生相当の女
子で、自己負担は無料で接種を受けることができます。

で、その原因のほとんどは性交渉によるＨＰＶ感染です。こ

また、キャッチアップ接種として、積極的勧奨が差し控えら

のウイルスに感染しても約 90％は細胞に異常をきたすこと

れていた間に定期予防接種の年齢であった平成 9 ～ 17 年度

はありませんが、ごく一部の人ではがんになる前の段階（異

生まれの未接種の方は、令和 6 年度までの３年間、無料で接

形成）を経て数年から数十年かけて子宮頸がんになることが

種を受けることができます。

あります。
子宮がん検診を２年に１回は受けて、異形成の段階で見つ

ＨＰＶワクチンは、世界の多くの国で実施されており、接

けることが早期発見につながります。そして、性交渉が始ま

種が進んでいる国ではＨＰＶ感染や異形成発生の有意な減少

る前にＨＰＶワクチンを接種してウイルスの感染を防ぐこと

がみられています。

が「子宮頸がんの予防」となります。
〇積極的勧奨の差し控えから再開へ
平成 25 年にＨＰＶワクチンは定期接種化されました。し

ワクチンの対象年齢の方はＨＰＶワクチンについてご検討
ください。詳しく知りたい方は、「厚生省

ＨＰＶ」で検索、

または保健センターまでお問合せください。

かし、接種後に一部で多様な症状（広い範囲の痛み、手足の
動かしにくさなど）が報告され、積極的な勧奨を一時的に差
し控えることとなりました。

妹背牛町保健センター
14

妹背牛町の
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妹背牛駐在所よりお知らせ
町内で不審メール頻発！
・町内で「新生活をサポートする商品が当選しました」とい
う不審メールがありました。
・前記とは別に「ご注文内容の確認を」などと高級家電製品
の発注済みを装い、キャンセル箇所へ誘導させる不審メール
もありました。
・心当たりの無いメールは返信などはせず、家族や警察に相
談しましょう。
道内で特殊詐欺多発！
・ほかに道内で「料金支払いの確認が取れていません」
「荷物
の配達時、不在であり連絡を」などの不審メール、
「介護保険
料が戻る」
「新しい老人ホームができる」などの不審電話があ
り、ご注意願います。

町内でネット通販詐欺の発生！
・極端に安すぎる、支払い方法が口座振り込みのみ、初め
て取引するサイトにはご注意を！
・注文前のサイトに関する書き込みの調査も大切です。
町内で不審宅配物！
・町内で全く注文していない商品の送り付けがありました。
・心当たりの無い商品は、開封する前に家族や警察に相談を。
深川警察署管内で人身事故頻発！
・前方不注意、一時不停止などを原因とする事故が頻発し
ています。
・スピードダウン、シートベルトやチャイルドシートの励行、
前方への注意を怠らない安全運転をお願いします。

深川警察署妹背牛駐在所

インボイス制度に関するご案内
インボイス制度とは
・ インボイス制度とは、令和５年 10 月１日から始ま
る消費税の仕入税額控除の方式です。
・ インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税
額控除のために、原則として、売手が交付するイン
ボイスを保存する必要があります。
・ 売手がインボイスを交付する場合は、登録番号の記
載が必要であり、登録番号を取得するためには登録
申請手続が必要です。

インボイス制度説明会・登録申請相談会のご案内
・ 税務署では、インボイス制度の概要を説明する「イ
ンボイス制度説明会」や登録申請を希望される方へ、
スマートフォンを利用した登録申請手続を説明する
「登録申請相談会」を開催しています。
・ 詳細は、札幌国税局ＨＰに掲載しておりますので、
ご確認ください。

札幌国税局ＨＰ

登録申請手続き
・ インボイス制度が始まる令和５年 10 月１日から登
録を受けるには、原則、令和５年３月 31 日までに登
録申請書を提出する必要があります。
※ 期限間近には申請が集中し、処理に一定の時間を
要する場合があります。
申請を予定されている事業者の方は早期提出にご協

＞ 消費税のインボイス制度説明会・登録申請相談会
◆ 消費税の基本的な仕組みから理解されたい方向けの
「インボイス説明会」も開催しています！
◆ 国税庁ではオンライン説明会を開催中！！
※ 説明会の模様は、YouTube チャンネルで
いつでも視聴可能です

力ください。

日

日

日 届け出分
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戸籍の窓

日～８月

克雄 さん

７月

松田

美津子 さん ７月

日

日

日

歳

歳

歳

歳

歳

92 99 70 91 8３

お悔やみ
申し上げます

山本

嘉章 さん

７月

伊藤

ミネ子 さん ７月

７月

伊藤

７月

峯子 さん

妹背牛町社会福祉協議会

様（１区）

國兼

紀男

死去に際して

ご厚志ありがとう
ございました

杉本

様（１区）

ミネ子 氏

死去に際して

様（旭川市）

美津子 氏

死去に際して

様（１区）

峯子 氏

社会福祉協議会福祉事業へ

裕二

安男

山本

山本

佐藤

母

修一

伊藤

國兼

國兼

義母

母
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