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市の国保事業は加入者が年々減少する一
方、１人あたりの医療費は毎年増加し

ていますが、国からの公費の拡充などにより、
平成 30年度の税率は引き下げとしました。

今年度の税率は引き下げ

国民健康保険税の税率などが
決定しました

納期限内に納付しましょう
　納税通知書を 7月 13 日に発送しました。国
保税は国民健康保険を運営していくための大切
な財源です。忘れずに納期限内に納めましょう。
　納付が困難な場合は、早めに収納課（保原本
庁舎１階）に相談してください。

医療費を下げることは税負担の低減につながります
・ジェネリック医薬品を活用しましょう。
・重複、頻回受診を避けましょう。
・ 特定健診を受診し、病気の早期発見、早期治療
を心がけましょう。

区分 医療分 支援分 介護分（※）

所得割 6.10％
（-0.08%）

2.20％
（-0.84%）

1.70％
（-1.18%）

均等割 2 万 2,000 円
（± 0円）

8,000 円
（-2,400 円）

8,000 円
（-4,900 円）

平等割 1 万 6,400 円
（-1,600 円）

6,000 円
（-2,400 円）

4,200 円
（-2,800 円）

課税限度額 58 万円
（+4万円）

19 万円
（± 0円）

16 万円
（± 0円）

▼国保税の税率、課税限度額

（）内は前年度と比較した場合の増減値
 ※ 介護分は40～64歳の人が対象。65歳以上の人は、
別途「介護保険料」として負担します。

所得が低い世帯に対する軽減措置の拡充
　均等割額と平等割額の軽減制度の基準
額を引き上げ、対象者を拡大しました。
※ 軽減制度は申請の必要はありませんが、世
帯に未申告者がいる場合は適用されません。

軽減割合 軽減判定基準額
（世帯主+被保険者の前年所得）

5 割
変更後 33万円+（被保険者数×27.5万円）以下

変更前 33万円 +（被保険者数×27万円）以下

2割
変更後 33万円 +（被保険者数× 50万円）以下

変更前 33万円 +（被保険者数× 49万円）以下

問 国保年金課賦課係　☎ 575-1198

後期高齢者医療保険料の決定通知書を 8
月中旬に送付します。前年から納付方

法が変更になる場合がありますので、決定通
知書で納付方法を必ず確認してください。
　保険料は原則として、特別徴収（年金から
の差引き）で納めますが、次の要件に該当す
る人は普通徴収（納付書または口座振替）で
納めます。
※ 今年度の保険料率は、決定通知書をご覧くだ
さい。

保険料の納付方法を確認してください

後期高齢者医療保険料の
通知書を送付します

① 特別徴収が開始されるまで、一定期間、
普通徴収で納付

・年度の途中で 75歳の誕生日を迎えた人
・年度の途中で伊達市に転入した人

②特別徴収にならないため、普通徴収で納付
・ 特別徴収の対象となる年金受給額（年額）
が 18万円未満の人
・ 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計
すると、特別徴収の対象となる年金受給額
の 2分の 1を超える人
・介護保険料が特別徴収ではない人
・ 介護保険料を伊達市以外の自治体に納付し
ている人

問 国保年金課賦課係　☎ 575-1198

納付方法の変更 
　「納付書から口座振替への変更」、「特別徴
収から口座振替への変更」が可能です。詳し
くは決定通知書をご覧ください。
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　郵便で申込用紙を請求する場合は、8月
17 日㊎までに「職員採用候補者試験申込用
紙請求（受験職種名）」と表面に朱書きした
封筒に、返信用封筒（角型 2号に 120 円切
手を貼って宛先を明記したもの）を同封して
請求してください。

平成31年度採用の伊達市職員（高校卒
程度）と任期付職員（保育教諭）の採

用候補者試験を実施します。詳しくは、市ホー
ムページまたは人事課で配布する実施要項を
ご確認ください。

受付期間は 8月 6日㊊～ 24 日㊎

市職員採用候補者試験の
お知らせ

問 人事課人事給与係　☎575-1104

試験職種 採用予定 受験資格 受付期間 申込方法 1次試験

行政事務
（高校卒程度） 2人程度

次のすべてに該当すること
① 平成 9 年 4 月 2 日から平
成 13年 4月 1日までに生
まれた人

②日本国籍を持つ人
※ 大学を卒業した、または、
平成 31年 3月末日までに
卒業見込みの人を除く

8月 6日㊊～
8月 24日㊎
（土日、祝日を除
く 8時 30分～ 17
時 15 分。郵送の
場合は 8 月 24 日
㊎の消印有効）

申込用紙に必要事項を記入
し、人事課（市役所 2 階）
に提出してください。
　申込用紙は人事課で配布
します。市ホームページか
らダウンロードすることも
できます。

9月 23日㊐
9時～
保原中央交流館

2 次試験につい
ては実施要項を
ご覧ください。

資格免許職
（保育教諭）
※1   任期付

4人程度

次のすべてに該当すること
① 保育士および幼稚園教諭の
資格、免許を有する、また
は、平成 31 年３月までに
取得見込みの人

②日本国籍を持つ人

※1  任期は平成31年4月1日から1年間（5年を超えない範囲で延長する場合があります）

詳しくは 検索伊達市  職員採用

佐藤弘
こういち

一副市長が
就任しました
任期は平成 30年 7月 1日から 4年間

[ 経歴 ]　
保原町在住。県農業短期大学校を卒業後、昭
和 51年に県職員になり、農村振興課長、職
員研修課長、総務課長などを歴任。 佐藤  弘一  副市長
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問 下水道課管理係　☎ 577-3162

公共下水道が整備された区域では、排水
設備を設け、汚水を直接公共下水道に

流さなければならないことになっています。
　清潔で住みよいまちにするため、下水道へ
の早期接続をお願いします。

清潔で住みよいまちにするために

下水道への接続をお願いします

工事費用の返済金の利子を補給します 
　水洗化の改造にかかる排水設備工事の
費用を金融機関から借り入れた際、返済
金の利子を市で補給する制度を設けてい
ます。詳しくは、下水道課管理係にお問
い合わせください。

臨時職員を募集します
検索伊達市  臨時職員申し込みは 8月 9日㊍まで

◇臨時職員（議会事務局に勤務）
[ 申込方法 ]　 8月9日㊍までに、顔写真を添付した履歴書を議会事務局（保原本庁舎３階）に提出。

面接日は後日連絡します。

職種 業務内容 採用人数 必要な技能 雇用期間 勤務条件

一般事務
パソコンによるデータ
入力・電話対応・窓口
対応など

1人 パソコン操作ができる 9月1日～
平成31年2月28日

週５日　7時間 45分勤務
日給 7,200 円
通勤手当、有給休暇、社会保険
あり

問 議会事務局庶務係　☎ 575-1217

ひとり親家庭の自立支援
制度のご案内

教育・技能訓練費用などの助成を行って
います。受講前に相談、申請が必要で

すので、詳細はこども支援課にお問い合わせ
ください。

◇自立支援教育訓練給付金
[ 対象訓練講座 ]　雇用保険制度の教育訓練
給付の指定教育訓練講座
[ 支給額 ]　受講費用の 60％（1万 2,000 円
を超えた場合で、上限 20万円まで）
※ 雇用保険制度で一般教育訓練給付を受けた
人は、その支給額の差額を当制度から支給
します。

◇高等職業訓練促進費
[対象資格 ]　看護師、介護福祉士、保育士など
（1年以上修業すること。通信制も利用可能）
[ 支給額 ]　月額 7万 500 円（市民税非課税
世帯は月額 10万円）
[ 対象期間 ]　修業する全期間（上限 3年）

教育訓練などの費用を助成します

◇高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
[ 対象 ]　ひとり親家庭の親または子
[ 対象講座 ]　高卒認定試験合格のための講
座（通信講座を含む）
[ 支給額 ]　
修了時：受講費用の 20％（上限 10万円）
合格時：受講費用の 40％（受講修了時給付
金と合わせて上限 15万円）
※ 受講修了日から 2年以内に全科目合格し
た場合に支給 問 こども支援課子育て支援係　☎577-3128
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集中受付を実施します

[ 期間 ]　  8 月 14 日㊋～ 16日㊍
 9時～12時、13時～18時30分
[ 場所 ]　  保原本庁舎 1階　大会議室

８月中に児童扶養手当の現況届が提出さ
れないと、８月以降の手当が受給でき

なくなりますのでご注意ください。
　なお、前年の所得などにより支給が停止さ
れている人も現況届の提出が必要です。

問 こども支援課子育て支援係　☎577-3128

8 月中に提出してください

児童扶養手当現況届の
提出を忘れずに

対象者にはお知らせを送付 
　児童扶養手当の現況届にあわせて、ひとり
親家庭医療費助成の登録更新の受付も行いま
す。それぞれ該当する人には、８月上旬にお
知らせを送付しますので、必要書類を揃えて
忘れずに提出してください。

ご注意ください 
　本人、同居の家族で未申告の人がいる場合
は判定ができませんので、お早めに申告を済
ませるようお願いします。

効果的で効率的な保健事業のために

第2期 国保データヘルス計画を
策定しました

データヘルス計画とは
　市町村国保や健康保険組合などの医療保険者が持っている健康・医療情報（診療・医療費デー
タや健診データなど）を活用して、効果的で効率的な保健事業を実施するための計画です。第 1
期計画では、脳血管疾患などの入院医療費、患者数を減少させることができました。なお、　第 2
期計画の期間は、平成 30年度から 6年間です。

市ホームページに詳細を掲載しています。

検索伊達市  国保データヘルス計画

① 特定健診・特定保健指導
　メタボリックシンドロームに着目した健康
診査の実施、メタボ該当者・予備群への保健
指導
② 国保ヘルスアップ事業
　国の交付金を活用した特定健診未受診者対
策、健診受診者へのフォローアップなど
③ 新・血圧適正化 5カ年計画
　高血圧対策を柱とした、脳心血管疾患発症
リスク者への保健師・栄養士による個別訪問
指導など

目標達成のために実施する保健事業

中・長期目標
（平成 30 年度から 6 年間）

　医療費が高額で、長期入院、人工透析、
介護認定の要因疾患である「脳血管疾患」
「虚血性心疾患」「糖尿病性腎症」の減少

短期目標
（平成 30 年度）

　脳血管疾患などの血管変化における共通リ
スクとなる「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿
病」「メタボリックシンドローム」の減少

④ 慢性腎臓病（CKD）対策事業
　伊達地域 CKD 対策ネットワークと連携し
た栄養指導、専門医への受診勧奨など
⑤ 糖尿病性腎症重症化予防事業
　糖尿病治療中の対象者への腎臓専門医の受
診勧奨、保健指導など
⑥  その他保健事業
　ジェネリック医薬品普及啓発、慢性閉塞性
肺疾患対策など

問 国保年金課給付係　☎ 575-1198
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広島・長崎小さな原爆展
写真パネルを展示します

核兵器の怖さや平和の尊さを次世代に継
承し、恒久平和の実現を目指すパネル

展を開催します。

期間 会場

8 月 1日㊌～ 9日㊍
保原本庁舎１階  大会議室

梁川分庁舎  正面玄関ロビー

8月15日㊌～22日㊌
伊達福祉センター１階  ロビー

月舘総合支所１階  ホール

8月 29日㊌～
9月 5日㊌ 霊山中央交流館  正面玄関ロビー

問 総務課行政管理係　☎ 575-1111

伊達の夏を楽しもう

夏のイベント情報

夏祭り！こどもの村をふくの島がジャック !?
[日時 ]　 8月4日㊏、5日㊐
[ 場所 ]　霊山こどもの村
遊びと学びのミュージアム、
屋外広場
[ 内容 ]　企画展「ふくの島
展 2018 in 霊山こどもの村」の関連イベント。
ワークショップやスタンプラリーを開催。食べ
物の屋台も出店します。

問 霊山こどもの村　☎ 589-2211

もりもり里山夏まつり
[ 日時 ]　 8月 11日㊏　10時～ 15時
[ 場所 ]　 つきだて花工房
[ 料金 ]　 大人 1,000 円、小学生 700 円、幼児

300 円（3歳以上）
[ 内容 ]　 流しそうめん、手作りゴーカート「坂車」

レースなど

問 つきだて花工房　☎ 573-3888

道の駅  伊達の郷りょうぜん夏祭り 2018
[日時 ]　
  8月 11日㊏～13日㊊
17時 30分～ 20時 30分
[ 場所 ]　
道の駅  伊達の郷りょうぜん
[ 内容 ]　伊達の食とサッポロビール祭り（ビー
ル 3種飲み比べ。子どもも楽しめる飲み物やグ
ルメもあります）。12日は地域の盆踊りを同時
開催。

問 伊達の郷りょうぜん　☎ 573-4880

2018 ほばらサマーフェスティバル
 [ 日時 ]　8月 11日㊏　11時～21時45分
 [ 場所 ]　 陣屋通り、保原体育館前駐車場

ほか
 [ 内容 ]　 ももリンピック（桃の早食い）、

盆踊り大会など

問 保原町商工会青年部　☎ 575-2284

伊達のふる里夏まつり
[ 日時 ]　8月 12日㊐　
　　　　11時 45分～ 21時
[ 場所 ]　 梁川町広瀬川親水公園

ほか
[ 内容 ]　 オラトリオ「水のほほえみ」、やながわ踊り流し、

大花火大会など

問 実行委員会　☎ 577-0057

小手姫の里夏まつり
[ 日時 ]　  8月 16日㊍　18時～ 21時
[ 場所 ]　 月舘小学校校庭ほか
[ 内容 ]　 盆踊り、灯ろう流し、花火大会など

問  実行委員会　☎ 572-2341

だてな太鼓まつり・第 34 回霊山太鼓まつり
[日時 ]　8月 18日㊏、19日㊐
10 時～ 20 時（19 日は 21 時
まで）
[ 場所 ]　保原総合公園
[ 内容 ]　だてな太鼓競演、霊
山太鼓まつり、福島県内高校
生太鼓部演奏会、D ‐ 1 グランプリ、ライブステージ（サ
ンドウィッチマン・NOBUなど）、姉妹都市・友好交流都市・
などの物産展、打ち上げ花火ほか

問  だてな太鼓まつり実行委員会　☎ 575-1554
　 霊山太鼓まつり実行委員会　   ☎ 586-3404
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[ 対象 ]　どなたでも参加できます。
[ 内容 ]　毎月 1回、食品ロスになったもの
の重さを量り、手帳に記入。手帳は 1月に
提出していただきます。
[ 申込方法 ]　8 月 1日㊌から生活環境課（保
原本庁舎 1階）で手帳を配布します。詳し
くは、生活環境課にお問い合わせください。

問 生活環境課環境係　☎ 575-1228

ごみの減量化に向けて

手帳をつけて食品ロスを
減らしましょう

食品ロスになったものの重さを量り、「食
品ロス削減家計簿手帳」（以下、手帳）

に記録する参加者を募集します。

食品ロスとは 
　食べ残しや期限切れ食品など本来は食べら
れるはずの食品が廃棄されることをいいます。
市では、毎月1日を「食品ロス見直しデー」
としています。

成人式のお知らせ
新たな気持ちで第一歩を

[ 対象 ]　平成 10年 4月 2日～平成 11 年 4
月 1 日に生まれた伊達市在住の人。対象者
には、11月中旬に案内状を送付します。
※ 市外在住で、市の成人式に出席を希望する
人や、現住所のある地域以外の成人式に出
席を希望する人は、教育総務課（梁川分庁
舎 2階）または各総合支所に申し込んでく
ださい。

地域 会場 開始時刻

伊達 伊達市ふるさと会館 14時～
梁川 梁川中央交流館

10時～
保原 セレビアスカイパレス
霊山 霊山中央交流館
月舘 ふるさとふれあいホール

平成 31 年 1 月 13 日㊐[ 日時 ]

問 教育総務課社会教育係　☎ 577-3245

[ 対象 ]　次の①～④をすべて満たす住宅
① 伊達市内にあり、所有者が自ら居住してい
る住宅

② 昭和 56 年 5月 31 日以前に建設された戸
建て住宅

③ 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法に
よる木造 3階建て以下の住宅

④ 過去に市で実施した耐震診断を受けていな
い住宅

安心して住み続けるために

木造住宅の耐震診断を実施

[ 募集戸数 ]　3戸　※申込多数の場合は抽選
[ 費用 ]　7,000 円（自己負担額）
[ 申込方法 ]　7月 30日㊊～8月 10日㊎（土
日を除く）に、管理課（梁川分庁舎２階）で
配布する申込書に、建築年度が確認できる建
築確認通知書など、建物平面図を添えて提出
してください。

問 管理課施設整備第一係　☎ 577-3147
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