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　介護保険事業計画の見直しに伴
い、65歳以上の方の保険料の基
準額が年額 68,500 円となりま
した（平成 27年度～ 29 年度）。
また、所得段階区分が 6段階か
ら 9段階に細分化されます。
　平成 27 年度の保険料額は、7
月に本算定を行い決定し、徴収方
法に応じて順次お知らせします。
　介護が必要になったとき、誰も
が安心してサービスを利用できる
ように、保険料の納付にご協力を
お願いします。

●介護保険の財源

◇平成 27年度の国民年金保険料が変わります
　４月以降の納付書は４月中にお手元に届きます
ので納め忘れのないようお願いします。

◇国民年金保険料免除・若年者納付猶予申請ができる対象期間が拡大されました
国民年金は、収入が少ないときや、離職などにより保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除・

猶予を申請することができます。平成 26年 4月からは、申請を忘れていた過去 2年分の免除・猶予申請ができ
るようになりました。必要な添付書類など、詳しくは下記までお問い合わせください。
問／年金全般…仙台南年金事務所（☎022-246-5111）　国民年金…市民課国民年金係（☎内線225・226）

平成 27 年度 国民年金保険料について

平成 27 年度～ 29 年度 介護保険料について

◇国民年金について
　国民年金は、老齢基礎年金以外にも、障害基礎年
金や遺族基礎年金などがあります。保険料の納め忘
れがあると年金を受け取ることができないこともあ
りますので、納め忘れのないようにしましょう。また、
収入が少ない、離職などの理由から保険料を納める
ことが難しい場合は保険料を免除または猶予できる
制度があります。免除・納付猶予制度は所得審査が
ありますので、希望される方はご相談ください。

◇学生納付特例について
　国民年金保険料の納付が困難な学生の方には学生
納付特例制度があります。学生納付特例制度は 4月
～ 3月が審査対象の期間となります。平成 27年 4
月以降の学生納付特例制度を希望される方は手続き
をしてください。平成 26年 4月からは、申請を忘
れていた過去 2年分の猶予申請ができるようになり
ました。
持ち物／学生証または在学証明書、年金手帳、認印

月額
定額 15,590 円

定額＋付加保険料 15,990 円
納期限 翌月末

●平成27年4月～28年3月の国民年金保険料月額

※末日が休日の場合は翌営業日が納期限です。

12カ月分
（納付書払）

6カ月分
（納付書払）

月額
（口座振替）

定額 183,760円 92,780円 15,540円
定額＋
付加保険料 188,560円 95,180円 15,940円

納期限 4／30㈭ 上期
4／30㈭

下期
11／2㈪ 当月末

●平成27年4月～28年3月の国民年金保険料を前納する場合

※12カ月分前納および６カ月分前納の口座振替の場合は金額が異なります。

所得段階 対　象　者
保険料
（年額）

第 1段階
・生活保護受給の方
・老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方
・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合 
　計所得金額の合計が 80 万円以下の方

30,800 円

第 2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が 80 万円を超え 120 万円以下の方 51,400 円

第 3段階 世帯全員が市民税非課税で、第 1 段階・第 2 段階に該当しない方 51,400 円

第 4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税で前年の
課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の方 61,700 円

第 5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税で前年の
課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円を超える方 68,500 円

第 6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得が 120 万円未満の方 82,300 円

第 7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得が 120 万円以上 190 万円
未満の方 89,100 円

第 8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得が 190 万円以上 290 万円
未満の方 102,800 円

第 9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得が 290 万円以上の方 116,600 円

●平成27年度～29年度の介護保険料年額（年額）

＋サービスの利用者負担

公費

65歳以上の
方の保険料
22％

40～64歳の
方の保険料

28％

問／税務課保険税係（☎内線 245）、介護福祉課（☎内線 770）

●基準額の決め方

×
岩沼市で必要
な介護サービ
スの総費用

65歳以上の方
の負担割合

22％

岩沼市に住む
65 歳以上の
方の人数

基準額
（年額）
68,500 円
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　皆さんもテレビや新聞で目にしたことがあるかもしれません
が、病気や認知症、寝たきりにならない状態で、介護を必要と
しないで生活できる期間のことを「健康寿命」といいます。（市
町村の健康寿命は、要介護2以上の認定者を基に算出しています）
　今回は、平成 25年度の岩沼市と宮城県の健康寿命を比べてみ
ました。

左のグラフのとおり、岩沼市の男性の健
康寿命は宮城県より 0.87 歳短く、女性は
ほぼ同じとなっています。また、平均寿命
と健康寿命の差である「不健康な期間」は、
岩沼市の男性では 1.54 年、女性では 3.75
年で、女性は宮城県より 0.51 年長くなっ
ています。
できることなら病気や寝たきりになら

ず、自分らしくいつまでもイキイキと暮ら
したいですね。そのためには、今できるこ
とからコツコツ健康づくりを始め、「健康
寿命を延ばす」ことが大切です。
第 2話では、「健康寿命を延ばすための

ヒント」をご紹介します。

　東日本大震災により被災した国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療に加入している方のうち、次の
一部負担金等の免除の要件に該当する方について、平成 26年 4月から再開した医療費等の一部負担金等
の免除を平成 27年度も継続します。

東日本大震災により被災した方の医療費等の一部負担金等の免除を継続します

≪一部負担金等の免除の要件≫
　免除を受けることができる方は、各制度の被保険者
で、各制度とも次の１の（1）、（2）、（3）の免除の要
件のいずれかに該当し、2の世帯全員が住民税非課税
に該当する方です。
1. 免除の要件
（1）�東日本大震災により居住する住宅の損害が全壊ま

たは大規模半壊であった方
（2）東日本大震災により居住する住宅の損害が半壊で

解体により被災者生活再建支援制度の基礎支援金
の支給を受けた方

（3）東日本大震災により生計維持者が死亡または行方
不明の方

2.���基準日（平成 27年 3月 1日または平成 27年 7月
1日）において、世帯全員が住民税非課税である方

≪免除期間≫
　免除の期間は、各制度とも、次の（1）、（2）の基準
日ごとに、免除に該当するか否かを判定し、該当する
場合に、次の（1）、（2）の免除期間について、医療費
等の一部負担金等の免除を行います。
（1）��基準日が 3 月 1 日のときは、平成 27 年 4 月 1

日～ 7月 31日
（2）基準日が 7月１日のときは、平成 27年 8月 1日

～平成 28年 3月 31日

≪申請手続・免除証明書の送付≫
1.�各制度とも、岩沼市が免除の要件の全てに該当す
ると確認できる方の申請は不要です。この場合、
各制度の免除証明書は、3月下旬に各制度ごとに
担当課より郵送しています。

2.�各制度とも、次の（1）の申請が必要な方に該当す
る方は、申請が必要です。免除の要件全てに該当す
ることを証明する書類を持参の上、それぞれの申請
先へ申請してください。

（1）申請が必要な方
①�東日本大震災以後、転入や年齢到達、社会保険喪失
等により各制度の被保険者となった方で、各制度で
前回行った一部負担金の免除を受けていなかった方

②各制度とも、平成 26年 1月 2日以降、岩沼市に転
入した方または世帯の誰かが転入した方
③その他、各制度とも、岩沼市が免除の要件全てに該
当すると確認できない方

（2）申請先
　�国民健康保険・後期高齢者医療／健康増進課（市
役所３階）　介護保険／介護福祉課（総合福祉セン
ター（ あいプラザ）内）

（3）申請の際持参するもの
　�免除の要件に該当することを証明する書類（り災証
明書、解体証明書、非課税証明書など）、被保険者証、
印鑑、本人確認できるもの（自動車免許証など）

問／健康増進課（☎内線 343・344）、介護福祉課（☎内線 770）
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●資料／宮城県（参考値）「平成 25年度�岩沼市と宮城県の健康寿命の比較」

問／健康増進課（☎内線 347・348）

【第１話】「岩沼市民の健康寿命は、さて何歳？？」

4 月号から
　スタート !
隔月連載予定
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