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「限度額適用認定証」
交付申請
国民健康保険「標準負担額減額認定証」 お忘れなく
7月1日から申請受付開始
問

国民健康保険課（0798
・35
・3120）

後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証
については、高齢者医療保険課（0798・35・3192）へ

国民健康保険（以下、国保）の「限度額適用認定証」、「標準負担額減
額認定証」の有効期限は7月31日です。
引き続き認定証が必要な人は、7月1日以降に国民健康保険課（市役所
本庁舎1階）、または各支所で交付申請をしてください。認定証は後日、
郵送します（ただし、標準負担額減額認定証は住民税非課税世帯が対象
△

※手続きする人が世帯主や同一世帯員でない場合は、代理権が確認で
きる書類（世帯主の保険証や委任状など）が必要です

△

【手続きに必要なもの】認定証が必要な人の国保被保険者証 手続き
をする人の本人確認書類…免許証、マイナンバーカード（個人番号カ
ード）など 世帯主と認定証が必要な人のマイナンバーが分かるもの

です）。なお、保険料の滞納があると交付ができない場合があります。
また、8月からは国民健康保険課で通常どおり即日交付が可能です。
各支所で申請した場合、交付まで1週間程度かかります。即日交付を希
望する人は、国民健康保険課で申請してください。

高額な医療を受けるとき

「限度額適用認定証」 窓口負担を限度額内に

高額な療養を受けるときに、国保被保険者証と「限度額適用認定証」
を医療機関等に提示すると、一部負担金の支払いが限度額内になります
=右表参照。
住民税課税世帯の70歳以上の人は、高齢受給者証の提示で、高額な
療養を受けるときの一部負担金の支払いが自己負担限度額内になるた
め、限度額適用認定証は不要です。

住民税非課税世帯

「標準負担額減額認定証」入院時の食事代を減額
一般病床などに入院する場合、入院時の食事代のうち1食につき360
円（注）が患者負担になります。ただし、「標準負担額減額認定証」を
医療機関に提示すると減額されます。
（注）…指定難病・小児慢性特定疾病の患者は260円です。また、平成28年3月31
日において、1年以上継続して精神病床に入院していて、4月以降も継続して入院する
人は当分の間、260円です。

また、65歳以上の人が療養病床（主に慢性期の疾患を扱う病床）に
入院する場合、食事代に加え、居住費として1日320円かかります。食
事代は1食460円（医療機関によっては420円）です。ただし、
「標準負
担額減額認定証」を医療機関に提示すると食事代が減額されます。
※療養病床に入院していても入院医療の必要性の高い状態が継続する場合は、一般病
床に入院する場合と同じ負担になります。いずれの区分になるかは入院する医療機関に
問合せを

郷土資料館は、
展示替えのため、
7月
4日（月）～15日（金）、8月29日（月）～
9月2日
（金）に休館します。
問合せは郷土資料館（0798・33・
1298）へ。

広告主を募集
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25万2600円（総医療費が84万2000円を
超過した場合は、その超過分の１％を加算）
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16万7400円（総医療費が55万8000円を
超過した場合は、その超過分の１％を加算）
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210万円以下
5万7600円
（住民税非課税世帯を除く）
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住民税非課税世帯

3万5400円

１カ月当たりの自己負担限度額
外来
外来＋入院
（個人ごと）
（世帯単位）
8万100円（総医療費

70 現役並み
が26万7000円を超
歳 所得者（※２） 4万4400円 過した場合は、その超
～
過分の1％を加算）
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1万2000円
4万4400円
住民税 区分Ⅱ
非課税 区分Ⅰ
世帯 （※３）

2万4600円
8000円

【給付金】全壊… 50万円 大規模半
壊… 35万円 半壊… 25万円 床上浸
水…15万円

怯名塩財産区議会議員選挙の立候補
予定者説明会を開催 7月19日
（火）午
前10時から名塩会館で。選挙期日は8
月7日
（日）。問合せは選挙管理委員会
（0798・35・3731）へ

怯ゴルフ場利用税は県や市町の貴重
な財源です ゴルフ場利用税は、
収入
の7割がゴルフ場が所在する市町にお
いて周辺環境の保全等に役立てられて
い ま す。問 合 せ は 県 西 宮 県 税 事 務 所
（0798・39・1528）へ

◆官公署から
フェニックス共済に加入を

△

「フェニックス共済」は、自然災害
で被害を受けた住宅の再建や家財の購
入などを支援します。
負担金・給付金は次のとおりです。
問合せは兵庫県住宅再建共済基金
（078・362・9400）へ。
≪住宅再建共済制度≫
【負担金】年額5000円
【給付金】再建・購入…600万円 補
修… 50万円～200万円 賃貸住宅等
に入居…10万円
≪一部損壊特約≫
【負担金】年額500円
【給付金】再建・購入・補修… 25万
円 賃貸住宅等に入居…10万円
※特約のみの申込不可
≪家財再建共済制度≫
【負担金】年額1500円

1万5000円

※１…基礎控除後の「総所得
金額等」の世帯合計。所得不
明の場合は区分アとする
※２…同一世帯内に住民税課
税所得が145万円以上の70
歳以上の国保被保険者がいる
人。ただし、70歳以上の国保
被保険者の収入の合計が2人
以上の場合は520万円未満、
１人の場合は383万円未満
で申請により「一般」と同様に
なる

※３…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要
経費・控除（年金の所得は控除額を80万円として計算）を差し引いたときに０円となる人

も可 ※西宮市広告掲載要綱・基準に
適合するものの中から、金額の最も高
いところに広告主を決定

△

△

市は、「宮水ジュニア事業リーフレ
ット」の広告主を募集します。これは
公民館などで開講する宮水ジュニア講
座の概要等を案内するもので、公立学
校の小学4年～中学3年の全員に配布
するほか、各公民館・図書館で配布す
る予定です。発行部数は約3万部。
詳細は市のホームページ（事業者向
け情報→市の広告事業）に掲載。
【広告料・募集枠数】3万円以上（税
込み）・1枠
【配布時期】平成28年9月中旬
【申込】必要書類を6月27日～7月11
日（必着）に政策経営課（市役所本庁
舎4階 ☎0798・35・3600）へ。持 参

１カ月当たりの自己負担限度額

△

郷土資料館の臨時休館

所得要件（※１）

△

◆市から

区分

△

インフォ
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高額療養費の自己負担限度額

ようこそ！

このコーナーでは、北山緑化植物園
で行われる教室や催しを紹介します。

花と緑の教室≪７月分≫
涼を呼ぶ常緑のつりしのぶ作り…18
日（月・祝）午後1時から。参加費2000
円（三日月型は3000円）
※定員あり。要申込

展示
ボタニカルアート～木漏れ日の庭で遊
ぶ展…7月2日
（土）～18日
（月・祝）
※時間は午前10時～午後4時

子供向け夏休み教室
① す ご い ぞ！食 虫 植 物！…7月23日
（土）
。
対象は4歳以上。
参加費800円。
申込は7月2日まで

◆その他
怯サマージャンボ宝くじ（市町村振
興宝くじ）を発売 期間は7月6日～29
日。収益金は市町村の明るく住みよい
まちづくりに活用。販売実績等に応じ
て交付されますので、県内の宝くじ売
り場でお買い求めを。問合せは兵庫県
市町村振興協会（078
・322
・1151）へ

子供向け夏休み教室
② 作 っ て み よ う！植 物標本…7月25
日
（月）
。
対象は小学3年以上。
参加費1000円。申込は7月4日まで
③昆虫標本作りにチャレンジ！…7月
31日
（日）
。対象は小学3年以上。
参加費700円。申込は7月10日まで
④森となかよしウォールポケット作り
…8月5日
（金）
。
対象は小学生。
参加費
1000円。申込は7月15日まで
⑤ハチミツろうそくを作ろう！…8月
15日
（月）
。対象は小学生。参加費
1200円。申込は7月25日まで
※時間はいずれも午前10時から。定員各
20人（①⑤は30人）。①④⑤の小学3年
生以下は保護者同伴で、③は必ず保護者同
伴で参加を。いずれも1組に保護者は1人
まで。申込は往復ハガキ（1枚に保護者を
含む3人まで）に教室名、住所、参加者全
員の氏名（ふりがな）・年齢、電話番号を
書き、各申込締切日（必着）までに同園
（〒662－0091北山町1－1）。多数の
場合抽選。同一教室の重複申込不可

【問合せ】北山緑化植物園（0798・72・9391…水曜休み）

