知っていますか？
医療保険のしくみ
問

☎ －０３２４

には自己負担金の割合が記載

ごとに更新されます。保険証

いサイズで、基本的には２年

大きさはハガキよりやや小さ

つに保険証が交付されます。

（各種控除後の所得）で毎年

前年度）の町民税の課税所得

なり、その年度（４～７月は

りです。所得区分によって異

担金の割合は、左の表のとお

医療を受けるときの自己負

お医者さんにかかるときの
自己負担金の割合は？

保険健康課

後期高齢者医療制度

被保険者証 保(険証 と)は

されているため、この保険証

（※１）法令等の改正に伴い、所得区分の判定基準が変更される場合があります。

判定を行います。

被保険者になると、一人ず

84

１割 同一世帯の被保険者全員の町民税課税所得が145万円未満

「親子で卵サンドイッチづく

―を実施しており、今年は

度の被保険者を除く）を含めた収入の合計額が

１枚で医療を受けることがで

田んぼ」に開成町のお米【キ

世帯の70歳～74歳の方（後期高齢者医療保険制

きます。

田保育園では、上島

イ 被保険者本人の収入額が383万円以上であっても

ね。

甘夏、夏にはなかよしプラン

使っています。春には

育園では旬な食材を

秋になるのが待ち遠しいです

ターでとれたトマト、きゅう
り、なす、ピーマン。秋には
畑でとれたさつまいも。夏に
緑のカーテンとして育ててい
るゴーヤは油で揚げてチップ
スにすると子どもたちも食べ
やすいようです。米や野菜な
ど自分たちで育てた食材を給
食で使用し、地産地消に励ん

殻をむき、ビニール袋に卵・

歳児クラスに

３、は 食 育 ボ ー ド を 置 き 、

、

も良い機会だったと思います。

どもと一緒に何か作る、とて

さんやお母さんにとっても子

好評でした。毎日忙しいお父

で、みなさん楽しくできたと

歳児でもできる内容だったの

だったと思います。また、

で安心してできるクッキング

を使わずにでき危なくないの

でやってもらいました。包丁

絞り出す、という作業を親子

端に穴を開けてロールパンに

ほぐし、はしでビニール袋の

べるのを楽しみにしています。 マヨネーズを入れて手でもみ

精米したお米を自分たちで食

稲刈り・脱穀の体験をします。 り」をやりました。ゆで卵の

ヌヒカリ】を育て、田植え・

名で、わたしたち栄養士・

名の園児がいます。職員は約
調理員は毎日約250名分の
給食を作っています。
はようございます」
「よろしくお願いしま

長のゆり組のコックさんが給
食の下準備のお手伝いに来て
くれます。お米研ぎや玉ねぎ
の皮むきなど調理前の食材
の形や手触り・においを体感
し、食物への興味を持っても
らうよう二人ずつ毎日実施し
ています。片付けまでお友だ
ちと協力して行います。年長

ア 被保険者本人の収入額が383万円未満

日本一健康な町をめざして、町民の方の健康法を掲載
します。今回は、町民センターで開催したロコモ予防教
室に参加していた上延沢に在住の石塚貞夫さん（ 歳）
に休憩時間を利用して保健師がお話を伺いました。
問 保険健康課 ☎ －０３２７

と接する機会をもっています。
年齢を重ね、地域の人と交流
することのたいせつさを実感
しています。
現在、シルバー人材センタ
ーで開成小学校の警備の仕事
をしています。ただ家にこも
っているのでは、自分の体の
ためにもならないし、世の中
のためにもならないと話して
いました。
地域のあいさつ運動は、１
日、５日、 日、 日、 日、
日に行われており、なるべ
く参加できるようにしていま
す。現在は、 ㌫ほどは参加
できています。あいさつ運動
の日には、歩きながらごみ拾
いも同時に実施しています。
小学生と元気にあいさつを
交わすことでエネルギーをも
らうことができます。朝、気
持ちいいことがあると、一日
楽しく過ごすことができます。
保健師からひと言

20

「生きている限り、できる
だけ世の中の役に立ちたい」
という言葉がとても印象的
でした。これからも、地域の
方々との交流を続けていって
ください。

②同一世帯に本人以外の被保険者がいない場合で、

15

分園を含め現在195

①同一世帯に本人以外の被保険者がいる場合で、

10

す」と、朝から元気な声で年

「お

基準収入額適用の申請をして、認定された方

規則正しい生活
年齢を重ねても元気で過ご
す秘けつについて、ご本人に

☎ －１２２２

めてもらえると、安心してく

以下の①または②の要件に該当し、町保険健康課へ

月には食育パーティ

でいます。
毎年

（注）被保険者とは後期高齢者医療制度の被保険者です。

聞いてみました。日ごろから
気をつけていることは、規則
正しい生活を送ることです。
会社勤めをしていたころは、
年間、３交替勤務をしてい
て不規則な生活でした。その
ため、家族は大変だったと思
っています。
現在は、毎朝、夏場は５時
に 、 冬 場 は ６ 時 に 起 床 し ま 地域の方々との交流
す。６時から７時には朝食を、
時昼食、 時に夕食をとり、 石塚さんご本人は、あまり
人と話すことは好きではない
性格と話していますが、ボラ
ンティア活動などに意識的に
参加することで、地域の方々
就寝は 時ころとリズムがで
きています。昼寝をすると、
夜眠れなくなるので、昼寝は
していません。

問 開成町子育て支援センター

り、片言の話も聞こうとする、

例えば、遊びに夢中になって

るのです。ただ、危険なこと

25

さんは毎年保育園にある「酒

次のア・イのいずれかに該当するとき

〈３〉

（※２）１割負担の適用を受けるには、基準収入額適用申請書を提出しなければ
ならないことが法令で定められています。

2

一歳半ですが、「イヤイヤ」ばかり
言ってぐずります。

そうですね。早い子
何を訴えているのか？を理解
するように努めてあげましょ

では、一歳を過ぎたあ

たりから、始まるイヤイヤ期。
う。

いるときに「もう帰ろう」と

やどうしてもしてはいけない

子どもは、気持ちを受け止

自我が芽生え、自分の意思が

言っても動ごかない、無理に

ことを主張するときは、きっ

520万円未満

っています。

話の一つになればいいなと思

も食に興味を持ち、親子の会

して掲示しています。少しで

各クラスには写真をプリント

毎日給食のサンプルを飾り、

を貼っています。廊下には、

使われているのかマグネット

で示し、その日に何の食材が

る食材をそれぞれ黄・赤・緑

体をつくる・体の調子を整え

運動する力をつくる・元気な

5

はっきりしてきているのです。

動かそうとすると大泣きする

ぱりと否定することも必要で
す。

本人とその被保険者の収入の合計額が520万円未満
３割

育未
田渕
酒田保育園栄養士

ロコモ予防教室に参加する石塚さん（中央）

などかんしゃくを起こします。
この時期は、言葉で気持ち
を表現することがまだ上手に
できないので自分でも「どう
してよいか」ともどかしく、
周囲に対して「イヤ」という
言葉や素ぶりで訴えているの
です。
そんな場合は、うまくでき
なくても自分でやろうとする
気持ちに寄り添って応援して
あげる。こちらが、言うこと

★一部負担金の割合が１割になる場合（※２）があります。

10
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町民税の課税所得が145万円以上の被保険者及びその被
保険者と同一世帯の他の被保険者

「食に興味を持ってもらうために」
6
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