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特別医療費受給資格証の
改元に伴う対応

問	駅南庁舎保険年金課
	0857-20-3486	 	0857-20-3407

　元号改正に伴い、資格証を新しい元号へ切り替えを
行います。

対　　象　　者 発送時期
ひとり親家庭特別医療費助成制度の
父または母（ひとり親） 6月下旬更新時

障がい者特別医療費助成制度（県助
成）受給者 7月下旬更新時

障がい者特別医療費助成制度（市助
成）または特定疾病特別医療費助成
制度の受給者

各自更新時

小児、ひとり親家庭特別医療費助成
制度の 18歳までの子 8月下旬

※ 4月 2日以降、変更などで資格証を新たに交付し
た場合は、新元号のものをお渡ししますので、上記
の発送時には送付しません。

令和元年度後期高齢者医療制度
問	鳥取県後期高齢者医療広域連合	業務課		 	0858-32-1099
問	駅南庁舎保険年金課　　　　　　　　			 	0857-20-3487	 	0857-20-3407
（介護保険料について）	 問	駅南庁舎長寿社会課		 	0857-20-3452	 	0857-20-3404
（年金生活者支援給付金について）	問	ねんきんダイヤル　		 	0570-05-1165

■保険料率について
　　　　 　【均等割額】　 【所得割額】
　保険料＝ 42480 円＋所得× 8.07㌫
※保険料の最高額（賦課限度額）：62万円
※均等割額は所得が低い人については、軽減措置が適
用されます。

■保険料軽減措置の見直しについて
　これまで、年金収入 80万円以下などの要件を満た
す人の保険料を、特例的に 9割軽減してきましたが、
現役世代との負担をより公平にするため、段階的に見
直し、今年度は 8割軽減に変わります。この見直しに

合わせ、介護保険料については今年度、所得の低い高
齢者への保険料の負担が軽減され、また、所得の低い
年金受給者へは、今年 10月から、年金生活者支援給
付金（基準額月5000円）の制度が始まります。
　また、昨今の経済情勢などを踏まえ、後期高齢者医
療の均等割額の 5割軽減・2割軽減の軽減措置は、下
記のとおり対象者が拡大されます。
　後期高齢者医療制度に加入する前日に健康保険など
の被扶養者であった人は、資格取得日の属する月以後
2年を経過する月までの間に限り、均等割額が 5割軽
減されます。所得割額はかかりません。

【改正前】 【改正後】
世帯（被保険者および世帯主）の総所得
金額等 軽減割合 世帯（被保険者および世帯主）の総所得

金額等 軽減割合

「基礎控除額（33 万円）以下の世帯で、
被保険者全員が年金収入 80 万円以下」
の世帯（その他各種所得がない場合）

9 割軽減
「基礎控除額（33 万円）以下の世帯で、
被保険者全員が年金収入 80 万円以下」
の世帯（その他各種所得がない場合）

8 割軽減

「基礎控除額（33万円）」以下の世帯 8.5 割軽減 「基礎控除額（33万円）」以下の世帯 8.5 割軽減

「基礎控除額（33万円）+27.5 万円×世
帯の被保険者数」以下の世帯 5割軽減 「基礎控除額（33万円）+28.0 万円×世

帯の被保険者数」以下の世帯 5割軽減

「基礎控除額（33万円）+50.0 万円×世
帯の被保険者数」以下の世帯 2割軽減 「基礎控除額（33万円）+51.0 万円×世

帯の被保険者数」以下の世帯 2割軽減

※ 65歳以上（前年度の 1月 1日時点）の公的年金受給者の場合は、「年金収入－（120 万円＋ 15万円）」が軽
減を判定するための所得額となります。

6月の狂犬病予防注射のお知らせ
問	生活安全課（鳥取県東部庁舎内）
	0857-20-3675	 	0857-20-3687

　集合注射は 4月・6月に公民館などで実施します。
ご都合の良い会場、または動物病院で予防注射を受け
てください。料金など詳しくは、本市公式ホームペー
ジまたは市報 4月号をご覧ください。
※電子申請サービスで、飼い犬登録
の軽微な変更手続き（市内での転
居や譲渡に伴う変更）や死亡手続
きが行えます。本市公式ホームペー
ジをご利用ください。

と　　　き 会　　場

6 月 23 日（日） 9:30 ～ 10:15 鳥取市役所

6 月 26 日（水）

9:30 ～			9:40 美萩野１丁目集会所

9:55 ～ 10:05
湖山西地区公民館
(国際交流プラザ）

10:30 ～ 10:40 浜坂地区公民館

生活環境課からのお知らせ
問	本庁舎生活環境課
	0857-20-3217	 	0857-20-3045

乾電池・蛍光管の収集（鳥取地域）
　鳥取地域の次の乾電池、蛍光管の収集は6月3
日（月）〜 7日（金）の小型破砕ごみの収集日です。
乾電池は透明または半透明の袋に入れ、蛍光管は
壊れないよう購入時のケースなどに入れて、出し
てください。
※鳥取地域以外については、総合支所だよりをご
覧ください。

6月

■6月は環境月間です
　5月 30日（ごみゼロの日）～ 6月 5日（環境の日）
は「ごみ減量・リサイクル推進週間」、「全国ごみ不法
投棄監視ウィーク」です。ごみの減量・リサイクルの
推進、不法投棄防止監視パトロールの啓発活動など、
一斉に実施されますので、環境について考えるきっか
けにしてください。
■不法投棄は犯罪です!!
　不法投棄者は、5年以下の懲役または 1000 万円
以下の罰金刑（法人は３億円以下）に処せられます。
不法投棄は絶対にしないでください。

計量器（はかり）の定期検査
問	第二庁舎経済・雇用戦略課
	0857-20-3249	 	0857-20-3046

　取引および証明に使用している計量器は 2年に 1
度の定期検査を受検しなければなりません。
対象地域　鳥取・気高・鹿野・青谷地域
持 ち 物　定期検査受検票（前回の該当者には事前に

通知）、計量器、検査手数料
検査日

（6 月） 検査時間 検査会場

4日(火) 10:00～15:30 鳥取市公設地方卸売市場
5日(水) 10:00～15:30 鳥取市公設地方卸売市場

6日(木)
10:00～12:00 鳥取市米里体育館

14:00～16:00 鳥取県漁業協同組合

11日(火) 10:00～15:30 鳥取市民体育館

12日(水) 10:00～12:00 青谷町農林漁業者トレーニングセンター

18日(火) 10:00～16:00 鳥取市民会館
19日(水) 10:00～16:00 鳥取市民会館

20日(木)
10:00～12:00 気高町コミュニティセンター

14:00～16:00 鹿野町総合支所
※都合がつかない場合は、別の会場でも受検できます。

松くい虫防除の薬剤散布にご協力を
問	（賀露町区域）第二庁舎林務水産課
	0857-20-3235	 	0857-20-3047

問	（福部町区域）福部町総合支所産業建設課
	0857-75-2814	 	0857-74-3714

　松くい虫防除のため、散布機による薬剤地上散布を
行います。当日の気象条件などにより予定が変更とな
る場合があります。

散布区域 賀露町
福部町湯山

（ジオパーク
ロード周辺）

福部町海士

散布日
(第１回) 6月4日(火) 6月5日(水) 6月6日(木)

散布日
(第2回) 6月21日(金) 6月18日(火) 6月19日(水)

時　間 5:00～12:00 5:00～8:00 5:00～8:00

【おねがい】
●散布当日に散布地域とその付近の山林に入ると、頭
痛やめまいなどが起きることがあります。散布後１
週間程度は散布区域への入山を控えてください。
●散布中は地域内での駐車は避けてください。薬剤がか
かったと思われたら、すみやかに洗車してください。

●散布区域内で山菜などを採られる人は、散布前日ま
でに採ってください。
●散布区域付近に住んでいる人は、当日の午前中は、
洗濯物などを外に干さないようにしてください。
※使用する薬剤は果樹園や田畑でも広く使用されるス
ミパイン乳剤（MEP80）を水で薄めたものです。

鳥取市立病院職員採用試験
問	市立病院総務課
	0857-37-1522	 	0857-37-1553

試験区分	 ①看護師・助産師、②薬剤師、
	 ③メディカルソーシャルワーカー
採用予定者数 ① 20人、② 1人、③ 1人
受験資格 ①昭和 35年 4月 2日以降に生まれた人
	 ※看護師・助産師免許取得者（令和 2年

3月末での取得見込者を含む）
	 ②昭和 35年 4月 2日以降に生まれた人
	 ※薬剤師免許取得者（令和 2年 3月末で

の取得見込者を含む）
	 ③昭和 35年 4月 2日以降に生まれた人
	 ※社会福祉士登録者（令和 2年 3月末で

の登録見込者を含む）
試 験 日	 ① 7 月 7日（日）〈鳥取〉、7月 20日（土）

〈大阪〉、7月 28日（日）〈岡山〉
	 ② 7月 7日（日）〈鳥取〉、7月 20日（土）

〈大阪〉、7月 28日（日）〈岡山〉
	 ③ 7月 7日（日）〈鳥取〉
試験方法	 面接および小論文
申込受付	 6 月 20 日（木）まで
受験案内	 市立病院１階総合案内、市役所本庁舎１

階総合案内所、駅南庁舎１階総合窓口、
各総合支所、鳥取市関西事務所（鳥取県
関西本部内）で配付

※詳しくは受験案内または市立病院ホームページをご
覧ください。


