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介護保険は社会全体で支える仕組みです

問高齢者幸福課

本３階

（２３）８６７８

65 歳以上の方に納めていただいている介護保険料は、介護が必要な方へのサービス費用として大切な財源と
なっています。誰がいつ介護を必要とするかわかりませんので、社会全体で支える制度となっています。制度の
趣旨にご理解をお願いします。令和元年度の介護保険料は７月中に個別に郵送でお知らせします。
〇介護保険料の納め方
■特別徴収
（年金から天引き）…年額 18 万円以上の老齢年金、遺族年金、障害年金などを受給している 65 歳以
上の方は、原則、年金から天引きされます。
■普通徴収
（納付書払い）…65 歳到達間もない方や、介護保険料が年度途中で変更になった方、他の市町村から
当市へ転入された方などは、市が送付した納付書で納めていただく（普通徴収）方法となります。
なお、保険料が完納されないときは、滞納処分を受けることがあります。
■介護保険 Q ＆ A
Q：介護保険料はいつから納めるの？
A：40 歳になった月から納めることになります。
40 歳から 64 歳までは、加入している医療保険の保険料と合わせて納めます。
65 歳からは、個人ごとに介護保険料を市へ納めることになります。
Q：65 歳の誕生日を迎えた人の納付は？
A：65 歳になった方や、他市町村から転入された方などは、年金からの天引き ( 特別徴収 ) の条件が整うまでは
納付書で納める ( 普通徴収 ) ことになります。
Q：納める方法は選べるの？
A：介護保険法で特別徴収と普通徴収の対象者が決まっていますので、自分で納め方を選択することはできません。
Q：年金から介護保険料を天引きされていたのに、途中から天引きがされなくなったのはどうして？
A：次のような場合、年度の途中で保険料の年金天引き（特別徴収）が中止となり、納付書で納める方法（普通徴
収）
になります。
・年度途中での介護保険料額や年金受給額が変更となった。
・年金を担保に融資を受けた。など
Q：サービスを利用しなくても保険料は納めなければならないの？ 納めた保険料は返してもらえるの？
A：保険料は、介護サービスを賄う大切な財源となっています。
このため、介護サービスを利用しなかったという理由では、介護保険料をお返しすることはできません。
介護保険は、助け合いの精神に基づく社会の仕組みです。ご理解をお願いします。
Q：保険料を滞納するとどうなるの？
A：特別な事情がないのに、保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用する際に次の措置を受けることがあ
ります。
１…１年以上滞納すると、費用の全額を利用者が一旦自己負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。
２…１年６か月以上滞納すると、費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が差
し止めとなり、なお滞納が続くと滞納していた保険料と相殺されます。
３…２年以上滞納すると、未納期間に応じ、自己負担が 3 割または 4 割に変わります。また高額介護サービ
ス費などの支給も受けられなくなります。

一日合同行政相談所

１号広告・２号広告
●掲載枠…縦 45㎜×横 90㎜・縦 45㎜×横 180㎜
●掲載料金…15,000 円・30,000 円
●掲載ページ…広報おおたわら「お知らせ」の最下段
●発行回数…毎月１日発行
●発行部数…21,500 部
●申込方法…所定の用紙に必要事項を記入の上、
要領に定められた書類を添えて下記まで申し込み
情報政策課

本

●日時…７月 26 日（金）午前 10 時 30 分～午後３時
●場所…大田原市役所本庁舎１階 市民協働ホール
●内容…行政一般に関すること、登記、雇用・労働、
法律問題などの困りごとや知りたいことについての
相談
●参加機関
（予定）…法務局、労働局、年金事務所、栃
木県、大田原市、弁護士会、税理士会、行政相談委員、
栃木行政監視行政相談センター
栃木行政監視行政相談センター
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広報おおたわら有料広告募集
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県立県北体育館

那須地区消防本部総務課人事係
〒 324-0062 大田原市中田原 868 番地 12
（２８）５１０１

那須地区消防組合職員採用試験
●職種および人員…消防吏員 若干名
●受験資格…平成３年４月２日から平成 14 年４月１
日までに生まれた方で、高等学校卒業程度以上の学
力を有する方
（令和２年３月卒業見込の人を含む。）
で、採用時に那須地区消防組合管内に居住できる方。
※那須地区消防組合管内とは大田原市、那須塩原市、
那須町です。
※次のいずれかに該当する人は、応募資格がありません。
（１）
日本国籍を有しない人
（２）
成年被後見人又は被保佐人
（３）
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで
またはその執行を受けることがなくなるまでの人
（４）
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法ま
たはその下に成立した政府を暴力で破壊すること
を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ
に加入した人
●試験の期日・場所・内容
▶第１次試験
日時：９月２２日（日）
場所：国際医療福祉大学（大田原市北金丸２６００－１）
試験内容：教養試験および適応検査

▶第２次試験
10 月下旬予定（詳細は１次試験合格者に通知します。）
試験内容：記述試験、口述試験および体力検査
●最終合格発表…11 月中旬予定
●採用予定…令和２年４月１日
●試験要綱・申込書など…試験案内および申込用紙は、
那須地区消防本部総務課と管内各署で配布します。
ホームページ上（http://www.fire119-nasu.jp）からも
ダウンロードできます。
なお、郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用
試験申込書請求」と朱書きし、９２円切手を貼った宛
先明記の返信用封筒（長形３号）を同封してください。
●提出書類…「採用試験申込書」および「受験票」に必要
事項を記入し、写真を添付のうえ、下記まで持参又は
郵送してください。
※郵送の場合は、書留郵便で表に｢採用試験申込｣と朱書き
し、８２円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（長形３
号）を必ず同封のうえ、確実な方法で送付してください。
●受付期間…７月１日（月）～７月 31 日 ( 水 ) の平日午
前８時 30 分～午後５時 15 分（郵送の場合は、７月
31 日 ( 水 ) までの消印有効）

御亭山ＴＴ（自転車レース）開催
自転車愛好家の聖地である黒羽地区の
『御亭山』を舞台に市民参加型のヒルクライム（山上り）の自転車レースを
開催します。レースの開催に伴い、御亭山内の道路は大会前日から交通規制となり、地域の皆さまには大変ご迷
惑をお掛けしますが、ご協力ください。メイン会場となる「湯けむりふれあいの丘」では、開会式などのセレモニー
を行うほか、地元の特産物ＰＲイベントも同時開催しますので、地域の皆さまもぜひ会場にお越しください。
コース図
●日時…７月 20 日（土）
至白河市
●
大田原警察署
●場所…メイン会場：湯けむ
黒羽幹部派出所
りふれあいの丘
（開会式・表彰
大田原市
式・イベント）
レース会場：御亭山
北滝温泉神社
●
● 交 通 規 制 時 間 … ７ 月 19 日
第１ヒート
（５.2㎞）
（金）
午後５時～７月 20 日（土） メイン会場
標高差：３３８ｍ 平均斜度6．
1％
午後３時
湯けむりふれあいの丘
START
レース会場
※北滝側、亀久側、唐松峠側
の３方向すべての入口を封鎖
笠石神社 ●
湯殿大橋
● 旧片田小学校
します。選手がレース会場へ
那
大田原市 ●
向かう湯津上支所から御亭山
珂
歴史民俗資料館
川
までは交通規制を行いません。

※大会当日、両コースとも
交通規制区間となります。

▲ 御亭山

FINISH

２７

２９４

第２ヒート
（1.8㎞）
標高差：160ｍ

START

平均斜度8．
2％

３４３

４６１

３４３

２７

３４３

上侍塚古墳 ●

４００

２９８

大田原市
栃木県

水遊園大橋

２７５
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至那珂川町
●
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至
大
子
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●
いわむらかずお

御亭山

