0TSUCHI information

0TSUCHI information
場合はお問い合わせください。

お知らせ

問 町民課 国保年金班

（年金手帳・納付書など）
②印鑑
③雇 用保険受給資格者証または離職

医療費助成制度
対象者拡大について

国民健康保険税は、国民健康保険の
加入者（被保険者）を対象に、医療費を

票の写し（失業等により申請を行う
場合のみ）

令和２年８月１日より医療費助成の対

お互いに負担し、支え合うための財源

象者が拡大されます。

になります。税額は、前年の所得、被

高 校生のお子様がいる世帯には、申

納付方法は、世帯の被保険者の加入

請書等を送付いたしますので、町民

状況、年金の金額などで異なり、①特

課国保年金班への提出をお願いいた

別徴収（年金からの天引き）②普通徴収

なお、町内では、8 月に役場での献

℡ 0193-42-8713

血実施を予定しています。詳しい日程に

医 療機関の窓口で医療費の減額が受

期別及び納期限をご確認のうえ、納
付いただくようお願いします。
問 税務会計課 課税班
℡ 0193-42-8711

令和２年度後期高齢者医療
保険料・介護保険料について

送付します。

けられる現物給付の対象が「小学生

特別徴収（年金からの天引き）の方に

まで」から「中学生まで」に拡大され

は「特別徴収開始通知書」が同封され、

ます。対象者には新しい受給者証を

年度 途 中で 資 格取 得された方や年金

郵送させていただきます。

額・保険料額等により年金から天引き

問 町民課 国保年金班

各種保険証等の
更新について

ついては広報８月号でお知らせします。

び介護保険料決定通知書を今月中旬に

②現物給付対象者の拡大

と普通徴収両方の場合があります。

にならない方は、普通徴収（納付書払）

℡ 0193-42-8713

となります。役場出納室窓口や金融機
関、コンビニエンスストア（納期限内）

下記保険証等は８月１日で更新となり

にて納付してください。

国民年金保険料免除等の
申請について

ます。該当する方には、今月中旬から下
旬にかけて郵送されます。
①医 療 費 受 給 者証（子ども・ひとり親
家庭・すこやか子育て・重 度心身障
がい者医療など）
②国 民健康保険高齢受給者証（国民健
康保険加入者で 70 歳以上）
③後 期高齢者医療被保険者証

普通徴収の方は、納め忘れがなく安
心で便利な口座振替をご利用ください。

国民 年金保 険 料が 納め忘れの状 態

手続きについては、通帳と届出印を

で、万一、障害や死亡といった不慮の

ご持参の上、金融機関にてお申し込み

事態が発生すると障害基礎年金や遺族

ください。

基礎年金を受けられない場合がありま

問 後期高齢者医療保険料について

す。経済的な理由などで保険料を納付

町民課 国保年金班

することが困難な場合には、
「保険料免

℡ 0193-42-8713

除制度」
「納付猶予制度（50 歳未満）
」

④後 期高齢者医療限度額適用・標準負

「学生納付特例制度」があります。

担額減額認定証

問 介護保険料について
長寿課 介護班

℡ 0193-42-8161

けていますので、申請される方は手続

※① については、更新した受給者証と

きをしてください。

交付（更新）申請書が郵送されます
合や大槌町にて所得等の確認ができ
ない方（転入など）のみ７月中に申請

※新 型コロナウイルス感染拡大の状況
によっては、中止とする場合もありま
す。中止の場合は施設掲示等でお知
らせいたします。

問 保健福祉課 子育て・健康推進班
℡ 0193-42-8715

「出張健康相談 in マスト」の
お知らせ
健康相談を下記の日程で実施します。
日々の生活で気になる健康のことなど
保健師及び管理栄養士にお気軽に御相
談下さい。
■日時 7 月 28 日（火）

巡回型健康相談のお知らせ
大槌町地域包括支援センターでは下
記の日程で巡回型健康相談を開催しま
す。お誘いあわせのうえぜひご参加くだ
さい。
■内容

項

目

実施日

エイズ相談・検査
性感染症検査
（性器クラミジア
検査・梅毒検査）
肝炎ウイルス検査
（B 型・C 型）

■会 場

マスト センターコート

■内 容

血圧測定、個別相談、塩分チ

骨髄バンク登録

7 月 16 日（木）
14：30 ～15：00
※毎月第 3 木曜日

こころの
健康相談

7 月 27 日（月）
13：30 ～16：00
（予約制）
毎月第 4 月曜日

ェック
問 保健福祉課 子育て・健康推進班
℡ 0193-42-8715

7 月 16 日（木）
11：00 ～12：00
（予約制）
※毎月第 3 木曜日

HTLV-1 相談・
抗体検査

16：00 ～ 17：30

問 岩手県釜石保健所 保健課
℡ 0193-25-2710

血圧・体組成測定、健康相談、

大槌ぴんころ体操 など
■日程
  ・８月６日（木）源水消防会館
  ・８月 20 日（木）
  臼澤寺野地区ふれあい集会所

釜石保健所各種相談および
検査について
釜石保健所では、各種相談及び検査
を毎月実施しています。今月の日程は下

夏季火災予防特別警戒実施中

7月21日（火）〜 8月20日（木）

～ 正しく使って楽しい花火 ～

で、未申告の方は申告をされますようお

３  一度にたくさんの花火に火をつけないようにしましょう。

願いします。

４  必ず大人の人と一緒に遊びましょう。

■申請場所

書を提出してください。

■内容

２  バケツなどに消火用水を準備しましょう。

また、前年の所得で審査されますの

が申請書の記載内容に変更がある場

金は無料です。

℡ 0193-42-8716

１  燃えやすい物のある場所や風の強いときは、花火をしない
ようにしましょう。

令和２年度の申請を７月から受け付

⑤後 期高齢者医療限度額適用認定証

７月は、令和２年度「愛の血液助け

令和２年度後期高齢者医療保険料及

します。

（納付書払または口座振替）③特別徴収

「愛の血液助け合い運動」
月間のお知らせ

協力をお願いします。

「高校生まで」に拡大されます。

主が納税義務者になります。

記のとおりです。いずれも予約制、料

を図るため、献血に対するご理解とご

問 町民課 国保年金班

これまで「中学生まで」だった対象が

いて計算した世帯ごとの合計額で、世帯

13：30 ～ 15：00

問 大槌町地域包括支援センター

合い運動」月間です。血液の安定供給

問 宮古年金事務所
℡ 0193-62-1963

①対象年齢の拡大

保険者数、加入期間、資産などに基づ

■時間

健康

①基礎年金番号のわかるもの

℡ 0193-42-8713

国民健康保険税納税通知書
を送付します

～火の取り扱いについて～
お盆中は、何かと火の取扱いが多

くなりますので、火の取扱いには十分
注意しましょう。

また、建物周囲には可燃物を置か

ないなど ｢火の用心｣ をお願いします。
問 大槌消防署

℡ 0193-42-3121

町民課国保年金班窓口

※更 新された保険証等が郵送されない

大槌太郎

生花取りつぎ

■申請に必要なもの

赤武不動産（柾内）

売地・売家・借家
営業時間 7：30〜19：30

物件
募集

赤武石油ガス㈱不動産

〒028‑1131 上閉伊郡大槌町大槌 12‑125
TEL：0193‑42‑3167 FAX：0193‑42‑2310
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