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PUBLIC INFORMATION

お持ち帰り用の市報を、地区公民館などに
設置しております。どうぞご利用ください。

とっとり市報 No.1068

鳥取市役所　
 0857ー22ー8111㈹
 0857ー20ー3040

〒680ー8571
（郵便物は郵便番号と課名のみで届きます）
本 庁 舎　尚徳町116番地
第二庁舎　上魚町39番地
駅南庁舎　富安二丁目138番地4

鳥取市ホームページ　
 http://www.city.tottori.lg.jp/

音声読み上げなどの支援機能があります

電子メール　
 kouhou@city.tottori.lg.jp

各総合支所　
国府  0857ー39ー0555
　　  0857ー27ー3064
福部  0857ー75ー2811
　　  0857ー74ー3714
河原  0858ー76ー3111
　　  0858ー85ー0672
用瀬  0858ー87ー2111
　　  0858ー87ー2270
佐治  0858ー88ー0211
　　  0858ー89ー1552
気高  0857ー82ー0011
　　  0857ー82ー1067
鹿野  0857ー84ー2011
　　  0857ー84ー2598
青谷  0857ー85ー0011
　　  0857ー85ー1049

携帯電話対応ホームページ　
 http://www.city.tottori.lg.jp/mobile/

鳥取市の人口
　男　： 92,384人［ - 64 ］

　女　： 99,405人［ - 57 ］

合　計： 191,789人［ - 121 ］

世帯数： 78,825 ［ - 24 ］
平成28年3月1日現在［　］内は前月比

【保険料率・賦課限度額比較表】

区分
平　成　27　年　度 平　成　28　年　度

保　険　料　率 賦課
限度額

保　険　料　率 賦課
限度額所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割

医療分 7.2％ 16.4％ 23,000 円 26,000 円 52 万円 7.1％ 16.0％ 22,000 円 23,000 円 54 万円
後期高齢者
支援金分 2.6％ 4.4％ 8,500 円 6,500 円 17 万円 2.6％ 4.4％ 8,400 円 6,200 円 19 万円

介護納付金分 2.2％ 4.4％ 9,000 円 6,200 円 16 万円 2.3％ 4.8％ 9,000 円 6,000 円 16 万円
医療分：加入者全員が負担します。　後期高齢者支援金分：後期高齢者医療制度を支えるため、加入者全員が負担します。
介護納付金分：40 ～ 64 歳の加入者が負担します。

【保険料軽減判定基準所得の比較表】

区分 基 準 所 得（※）
平成 27 年度 平成 28 年度

7 割軽減 33 万円以下の世帯 改定なし

5 割軽減 （33 万円 +26 万円
×被保険者数）以下

（33 万円 +26 万 5 千円
×被保険者数 ）以下

2 割軽減 （33 万円 +47 万円
×被保険者数）以下

（33 万円 +48 万円
×被保険者数）以下

※）基準所得とは、世帯の国保加入者全員（擬制世帯主を含む）
の総所得金額などの合計です。（保険料の所得割額を算出
するために使用する基準総所得金額とは異なります。）

注）国の定める左記の基準所得を下回る世帯については、保険
料（均等割額・平等割額）が軽減されます。ただし、所得
を申告されていないと基準に該当するかどうかの判断がで
きないため、軽減されませんので必ず申告しましょう。

国民健康保険の運営と
保険料についてお知らせします

　国民健康保険（国保）は、病気やけがをしたときに、安心して治療が受けられるように、保険料を出
し合い、みんなで助け合う制度です。
　全国的に厳しい財政運営が続く中、本市の国保事業は、将来の安定した事業運営と加入者の健康増進
のため、ジェネリック医薬品の利用促進、特定健診・特定保健指導の受診率の向上、糖尿病など生活習
慣病の重症化予防などの医療費適正化対策を積極的に取り組んできました。また、保険料収納率の向上
にむけた徴収体制の強化にも取り組んできました。これらの取り組みに対して加入者のみなさんの協力
が得られたことで、本市の国保事業は近年、安定的な財政運営が続いています。
●保険料の改定（2 年連続の引き下げ）
　平成 28 年度の保険料を前年度より 2.6㌫（1 世帯当たり平均 3,500 円）引き下げました。この結果、世帯構成
と所得、固定資産税額が前年と同じであれば、98㌫の世帯の保険料が下がることになります。また、国の決定に
合わせて、賦課限度額と保険料軽減判定基準を改定します。

■保険料の算定方法
　所得割・資産割・均等割・平等割をそれぞれの料
率で計算した合計額が、年間の保険料となります。（本
市公式ホームページ内に「国民健康保険料試算ペー
ジ」を開設しています。年間の概算保険料が試算で
きますので、ぜひご活用ください。）
注）年度途中で国保の資格を取得あるいは喪失した場合

には、月割りで計算します。この場合、保険料は届
け出をした日からではなく、資格を取得・喪失した
時点までさかのぼって計算しますので、手続きは速
やかに行ってください。

所得割
被保険者の前年の総所得額などから 33 万
円（市民税の基礎控除額）を引いた額に、
所得割率を乗じて算出します。

資産割
当該年度の固定資産税額（鳥取市内に所有
する土地・家屋で、都市計画税は含みませ
ん。）に資産割率を乗じて算出します。

均等割 被保険者 1 人当たりの額です。

平等割 1 世帯当たりの額です。

◆保険料の納期変更について（16 ページ参照）
　平成 28 年度より、保険料の納期が 8 期から 10 期（6 月
から翌年 3 月）に変更になり、支払い開始が 6 月になります。
※ 口座振替（全期前納および期別振替）の人は、6 月から引

き落とし開始となりますので口座残高にご注意ください。

■保険料の支払いについて
国民健康保険料の支払いは、口座振替での納付が原則です。
※駅南庁舎の国保窓口および各総合支所市民福祉課でキャッ

シュカードによる口座振替手続きができます。保険料の納
め忘れがなく便利で確実な口座振替をご利用ください。
必
要
な
も
の

口座振替を希望する口座（「鳥銀、山陰合銀、
鳥取信金、島銀、中国労金、ゆうちょ ( ※ )」
に限る。）のキャッシュカード　（通帳印は不要、
クレジットカードは使用不可）

注）上記※印以外の金融機関で口座振替を希望される場
合は、従来の通帳印と申請書を用いた方法により、
金融機関窓口での手続きをお願いします。

口座振替で納付できない場合は納付書での納付となります。
※コンビニで国民健康保険料の支払いができるようになりま

した。納付書に記載してあるコンビニが対象となります。

問い合わせ先　駅南庁舎保険年金課  0857-20-3481  0857-20-3407

今月の表紙
鳥取の名所を疾走

　3 月 13 日（日）、鳥取マラソン 2016 が開催
されました。2014 大会からコースがリニュー
アルされた大会も今回で 3 回目。鳥取砂丘オア
シス広場付近をスタートし、市内各所を巡る山陰
海岸・因幡万葉の里マラソンコースを、全国各地
や海外から参加した史上最多 3,188 人のランナ
ーが駆け抜けました。
　国府町の宮下地区公民館前に設置されたエイド
ステーションでは、飲み物やおにぎりに加え、あ
たたかい豚汁がふるまわれました。また、しゃん
しゃん傘を持った市民がランナーを応援。地元の
大きな声援とお
いしい豚汁で力
をつけたランナ
ー は、 自 己 ベ ス
トや完走をめざ
し笑顔で走って
いました。 しゃんしゃん傘で応援
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