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広島南年金事務所　☎253−7710

　20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入しな
ければなりません。
　しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所
得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予さ
れる「学生納付特例制度」があります。
　対象者は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短
期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種
学校（修業１年以上である課程）、その他教育施設など
の在学者です。
　保険料を未納のままにしておくと、将来の老齢基礎年
金やいざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受
けとることができなくなる場合があります。なお、承認
された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間
に算入されますが、年金額には反映されません。
　学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月までとな

りますので、次の年度以降も希望される場合は、再度申
請してください。
　なお、過去分の国民年金保険料の免除が受けられる期
間は申請時点の２年１カ月前の月分までです。

国民年金保険料の追納制度
　国民年金の免除や納付猶予の承認を受けた期間の保険
料については、10年以内であれば、あとから保険料を納
付すること（追納）ができます。
　なお、保険料の免除や納付猶予などの承認を受けた期
間の翌年度から起算して、３年度目以降に保険料を追納
する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた額が加
算されます。
※詳しくは年金事務所までお問い合わせください。

学生納付特例制度

住民課　☎ 8 2 3 − 9 2 0 6 　蕭 8 2 3 − 9 6 2 7

健診の申し込み
受診できる健診項目とその対象者

健診（検診）項目 対　象　者

特定健康診査 海田町国民健康保険に加入している今年度40歳以上75歳未満
の人（妊産婦その他厚生労働大臣が定めるものは除く）

一般健康診査 18歳以上40歳未満の他に健診機会のない人
40歳以上の生活保護世帯の人

後期高齢者健康診査 75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している人
（65歳以上75歳未満の障害認定者含む）

が
ん
検
診

肺がん・結核検診

40歳以上★の人
胃がん検診
胃がん検診＋ピロリ菌検査
大腸がん検診
前立腺がん検診 50歳以上★の男性
子宮頸がん検診 20歳以上★の女性
乳がん検診 40歳以上★の女性

肝炎ウイルス検診 40歳以上★でこれまで検査を受けたことがない人
骨粗しょう症検診 40歳以上★の男性・18歳以上★の女性

◆集団健診
　特定健康診査や後期高齢者健康診査などの基本健診、各種がん検
診、骨粗しょう症検診など、総合的に健診を受けることができます。
日程および会場

月　日 会場 受付時間
６月20日（土） 海田公民館

８時30分～
　　10時30分

※９月５日は各種
がん検診、 肝炎
ウイルス検査の
み実施。

６月21日（日）
６月22日（月） 海田東公民館６月23日（火）
７月24日（金） 福祉センター７月25日（土）
７月26日（日） ひまわりプラザ
９月５日（土） 海田公民館
10月19日（月） 福祉センター10月20日（火）

◆個別健診
　指定医療機関で次の健診（検診）を受けることがで
きます。

健診（検診）の種別 受診期間 受診場所
など

一般健康診査
特定健康診査
後期高齢者健康診査

６月１日～
来年１月30日

指定
医療機関肝炎ウイルス検診 ６月１日～

来年１月30日
乳がん・子宮頸がん
検診

６月１日～
来年３月31日

※今年度、無料クーポン券の対象者には５月31日まで
に郵送します。ぜひご利用ください。

　健康診査は健康状態を知る第一歩です。
　「忙しくて時間がない」「健康だから大丈夫」などと健診を後回しにしていませんか？ 生活習慣病や各種
のがんは自覚症状なく進行します。自分では自覚できない症状や忍び寄る病気を見逃さないためにも定期的
な健診が必要です。健診をきっかけに「あなたの健康」を見直してみましょう。

★は今年度（平成28年
３月31日）までに達す
る年齢です。

※社会保険被扶養者で受診券を
持っている人は、特定健康診
査を受診できます。《料金は
異なります。》

　受診券は、所属の健康保険組
合が発行します。詳しくは加
入している健康保険組合など
に問い合わせてください。

※過去にピロリ菌検査を受けた
人および過去にピロリ菌除菌
治療をした人は再度検査する
必要はありません。

申し込み◆５月18日（月）までに住民課（役場１階）まで（厳守）
※期間内に申し込みをしないと助成対象となりません。
受診期間◆６月１日～11月30日
持参物◆国民健康保険証、認印
助成対象者◆受診日時点に海田町国民健康保険加入者で、平
成27年度中に40歳以上75歳未満の人（国民健康保険税の滞
納がない世帯に属する人）
助成額◆２万円（町から健診機関に直接支払います）
※２万円を超える健診費用については、差額を健診機関窓口

で支払ってください。

健診機関名 所在地
済生会広島病院 坂町北新地2-3-10
マツダ病院 府中町青崎南2-15
東部健診センター 安芸区船越南3-24-27
広島県地域保健医療推進機構 南区皆実町1-6-29
福島生協病院健診センター 西区都町42-7
広島市民病院（受診期間は６月１日～７月31日） 中区基町7-33
舟入市民病院（受診期間は８月24日～11月30日） 中区舟入幸町14-11
広島赤十字・原爆病院 中区千田町1-9-6
中電病院 中区大手町3-4-27
吉島病院 中区吉島東3-2-33
健康クリニック 中区広瀬北町9-1

人間ドックの申し込みを受付中！

受けよう健診！ 守ろう健康！

今年度の各種健康診査については、広報かいた５月号と一緒に配布す
る「健診のしおり」をご覧いただき、申し込んでください。

受 診 の 方 法

いざ行かん！
健診へ！

保健センター　☎823−4418　蕭823−0020

住民課　☎823−9206　蕭823−9627

加入や脱退の
届け出は忘れずに！
　海田町在住で、いずれの健康
保険にも加入していない人は、
海田町国民健康保険の被保険者
となります。忘れずに届け出を
しましょう。

こんなときに届け出が必要です！ 届け出に必要なもの

加
入
す
る

・他の市町村で国民健康保険だった人が、
転入したとき

・退職などで職場の健康保険をやめたとき
・家族の職場の健康保険などの被扶養者か

らはずれたとき　など

・健康保険の資格喪失証明書や転出証明
書などの資格を証明するもの

・年金証書（60歳から64歳の人）
・年金手帳（20歳から59歳の人）
・認印

脱
退
す
る

・他の市町村に転出するとき
・就職して職場の健康保険に加入したとき
・家族の職場の健康保険などの被扶養者に

なったとき　など

・国民健康保険の保険証
・職場の健康保険などの保険証
・認印

筋トレ教室
　一般的に筋力は20～30歳をピークに
減少するといわれています。自分にあっ
た筋トレメニューで、肥満、生活習慣病
や腰痛・膝痛などを予防しましょう。専
門スタッフがお待ちしています。

日時◆５月11日、25日、６月８日、15日、７月６日、13日、８月３日、10日、
31日、９月７日（全10回・いずれも月曜日）13時30分～15時
場所◆福祉センター（多目的ホール）
内容◆体力測定、ストレッチ、有酸素運動、栄養講座、健康座談会など
対象◆おおむね30歳以上75歳未満の人（高血圧や心疾患などがなく、運動
制限のない人）
定員◆30人　　参加費◆2,000円　　申し込み◆電話で住民課まで（随時）

１クール（初級・全12回）
水中でのウオーキングを中心に

回数 月日（いず
れも水曜日） 時　間 内　容

① ４月15日

10時30分～11時30分
（受付10時～）

※ただし、４月15日と
７月８日は

　10時30分～12時
　（受付10時～）

水中運動

※ただし、４月
15日と７月
８日は水中運
動と体力測定

② ４月22日
③ ５月13日
④ ５月20日
⑤ ５月27日
⑥ ６月３日
⑦ ６月10日
⑧ ６月17日
⑨ ６月24日
⑩ ７月１日
⑪ ７月８日
⑫ ７月15日

水中健康教室　プールで楽しく介護予防

　プールの中で楽しく運動をしてみませんか？
　初心者・泳げない人大歓迎です。
参加資格◆次の条件をすべて満たす人
①おおむね65歳以上の町内在住者
②介助なくプールに入れる人
③医師にプールでの運動を止められていない人
場　所◆福祉センター３階　健康増進プール
定　員◆25人　　　参加費◆1,000円
申し込み◆４月１日（水）～10日（金）までに直接、参加希望の
本人が長寿保険課（役場1階）窓口にて
※土・日曜日、祝日を除く。
※２クール目は８月号でお知らせします。

長寿保険課　☎823−9609　蕭823−9627


