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■ 平成２３年度国民健康保険税の税率が変わります ■  

 国民健康保険は、加入している方の保険税を主な財源として運営していますが、高度医療の実施や新薬の投与

などにより医療費が増加しており、赤字運営が続いています。 

 医療費が増加している中、現在の保険税率では収入不足が見込まれるため、やむを得ず保険税率を改定するこ

とにしました。 

 国民健康保険事業会計の健全運営のためには、基金を繰り入れることなく保険税で運営を行うことが良いので

すが、景気がなかなか回復せず、暮らしが安定しないことなどを考え、基金を 6 千万円取り崩し、保険税率の引

き上げを極力抑えることとしました。 

 

＜保険税率＞ 

区分 
平成 23年度 平成 22年度 

所得割 資産割 均等割 平等割 限度額 所得割 資産割 均等割 平等割 限度割 

医療分 5.37％ 23.40％ 19,700円 15,300円 51 万円 4.74％ 21.20％ 17,000円 13,800円 50 万円 

後期分 2.43％ 10.67％ 9,000 円 7,100 円 14 万円 2.40％ 10.64％ 8,500 円 6,300 円 13 万円 

介護分 1.97％ 10.98％ 10,200円 5,200 円 12 万円 1.63％ 8.95％ 8,300 円 4,400 円 10 万円 

合計 9.77％ 45.05％ 38,900円 27,600円 77 万円 8.77％ 40.79％ 33,800円 24,500円 73 万円 

医療分：国民健康保険の加入者全員が負担します。 

後期分：後期高齢者医療を支えるために、各医療保険の加入者全員が負担します。 

介護分：国民健康保険の加入者で、40歳から 64歳の方が負担します。 

 

＜保険税の算定方法について＞ 

 保険税は、所得割・資産割・均等割・平等割額を合計したものが、年間の保険税額となります。 

【所得割】 被保険者の前年の総所得金額から 33万円を引いたものに、所得割率をかけて計算します。 

【資産割】 当該年度の固定資産税額に、資産割率をかけて計算します。 

【均等割】 被保険者 1人あたりの額です。 

【平等割】 1世帯あたりの額です。 

【限度額】 上限の金額です。 

 

【問い合わせ先】 国保制度のことは・・・町民生活課（法勝寺庁舎） tel ６６－３１１６ 

         国保税のことは・・・・税 務 課（法勝寺庁舎） tel ６６－４８０２ 

 

  

 

 

   

 

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 

【日 時】 平成 23年 8 月 19日（毎月第 3金曜日）10:00～ 

【場 所】 健康管理センターすこやか（申し込み不要） 

【問い合わせ先】 健康福祉課（すこやか）担当：頼田ゅ tel ６６―５５２４ 

 

■ 海上保安学校・海上保安大学校学生採用試験 ■ 

来年度 4月採用の海上保安大学校及び海上保安学校学生を募集します。 

◇試験日程・試験種目◇ 

 学 校 学 生  大 学 校 学 生 

受
付
期
間 

インターネット 

7月 19日（火）9：00 

～ 

7月 26日（火）17：00 

8月 25日（木）9：00 

～ 

8月 31日（水）17：00 

・できる限りインターネット申込みをご利用ください。 

・インターネット申込専用アドレス 

【http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html】 

郵送又は持参 

7月 19日（火）～8月 2日（火） 8 月 25日（木）～9月 6日（火） 

・受験申込の提出はできる限り郵送（簡易書留）にしてください。 

・申込先は各海上保安部です。 

第
1
次
試
験 

実施日 試験種目 実施日 試験種目 

 9月 25日（日） 

船舶運航シ

ステム課程 

航空・情報システ

ム・海洋科学課程 
10 月 29日（土） 学科試験 

教養試験 
10 月 30日（日） 教養・学科試験 

教養試験 作文・学科試験 

第
2
次
試
験 

10月 17日（月） 

～ 

10月 23日（日） 

人物試験 

身体測定 

身体・体力検査 

12 月 16日（金） 

作文・人物試験 

身体測定 

身体・体力検査 

第
3
次
試
験 

12月 10日（土） 

～ 

12月 15日（木） 

人物試験 

身体検査 

適性検査 

 

 

  

 

 

  

                                   
■ 体験搭乗一般募集のお知らせ ■ 

航空自衛隊美保基地では、体験搭乗の一般募集を行います。 

【日時・場所】平成 23年 9月 18日(日）美保基地 

【機種・人員】○C-1型輸送機 240名   ○YS-11型輸送機 320名 

【応募要領等】ハガキ 1枚につき 2名まで申し込めます。 

       官製はがきに搭乗希望機種、搭乗希望者全員の郵便番号、住所、氏名、年齢（学生は学年も 

記入）、電話番号（携帯電話をお持ちの方は携帯電話も記入）を必ず記入してください。 

小学生以上でなければ応募出来ません。小学生の方は、保護者同伴での申し込みとなります。 

（小学生のみの搭乗はできません。） 

【応 募 期 限】平成 23年 8月 22日（月）必着 

       当選者には平成 23年 8月 31日以降に『体験搭乗券』等の発送をもってお知らせします。 

【応募・問い合わせ先】 〒684-0053 境港市小篠津町 2258 

            航空自衛隊美保基地渉外室 tel ４５－０２１１（内線２１１） 

            http://www.mod.go.jp/asdf/miho/ 

 

【問い合わせ先】 

境海上保安部管理課 tel ４２－２５３２ 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/saiyou/bosyu/   



 

 
■ 公営住宅入居者を募集します ■ 

【団地名、戸数、規格、家賃】 

団地名 募集戸数 建築年度 構造 部屋数 家賃月額 

越敷野団地 7号 1 H11 木造 2 階建 3LDK 20,000円 

法勝寺団地 104号 1 H13 木造平屋建 2DK 18,400円～27,400円 

城山団地 18-1-7号 1 H19 木造 2 階建 3DK 22,000円～32,800円 

【入 居 者 の 資 格】 

<越敷野団地> 

    ＊小学校に通学する児童、又は次年度において小学校に就学する児童が同居人であること。 

（会見第２小学校区になります。） 

<法勝寺団地・城山団地> 

    ＊現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族があること。 

    ＊世帯の収入が公営住宅法に定める基準に合うこと。（月平均所得が 15万 8千円以下） 

    ＊現に住宅に困窮していることが明らかな人。 

<法勝寺団地 104号のみ> 

    ＊車椅子を使用されている方、又は車椅子を使用されている同居人がいること。 

    （医師の診断書が必要になります。） 

<共通事項> 

    ＊市町村税を滞納していないこと。 

    ＊連帯保証人が必要です。（城山については、町内在住者 2名） 

【申込受付期間・場所】平成 23年 7月 22日（金）～平成 23年 8月 5日（金） 

            南部町法勝寺 377番地 1 法勝寺庁舎建設課 

【申込に必要な書類】住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、 

           住宅困窮証明書（法勝寺団地・越敷野団地には必要ありません。） 

           戸籍謄本（法勝寺団地のみ） 

           （住宅申込書、住宅困窮証明書は建設課にあります。） 

【入 居 選 考 方 法】書類を審査し、入居決定者に通知します。 

           （申込み多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件

（母子家庭、高齢者等）を満たす方については、抽選によらないで優先的に入

居を決定する場合があります。） 

【入 居 可 能 予 定 日】平成 23年 8月 31日 

【申込・問い合わせ先】建設課（法勝寺庁舎）担当：畑岡  tel ６６―３１１５  

 

■ 平和の夕べ～シアターなんぶ～ ■ 

 第 4 回生涯学習マンスリーは、今年で 66 年目を迎える広島平和記念日に、改めて戦争の恐ろしさ、平和や

命の尊さについて考えることを目的として下記のとおり映画鑑賞会を行います。事前の申込み、入場料は不要

です。ご家族でお気軽にお越しください。 

【日 時】 平成 23年 8 月 6日（土） 18:30～20:00（18:00開場） 

【場 所】 南部町公民館多目的ホール（天萬庁舎内） 

【内 容】 「おこりじぞう」他 

【問い合わせ先】 南部町公民館（天萬庁舎） 担当：新井、谷本 tel ６４－３７８２ 

■ 自衛隊説明会が実施されます ■ 

平成 23年度自衛隊説明会（南部町）が下記のとおり実施されます。どなたでも無料で参加いただ

けますので、皆様どうぞお気軽にお越しください。 

【日時・会場】 8月 2日（火）19：00～20：30 プラザ西伯 

         8月 3日（水）19：00～20：30 交流会館 

【内 容】 自衛隊各試験の説明 

         米子市自衛隊説明会の紹介等 

【問い合わせ先】 自衛隊米子地域事務所 tel ３３－２４４０ 

 

■ 薬物乱用防止 ■  

○覚せい剤、大麻、麻薬などの規制薬物は、人間の精神や身体をボロボロにし、幻覚、妄想などにより、

殺人、放火などの凶悪な犯罪を引き起こすなど、本人のみならず、家族、友人など周囲の大切な人も

巻き込み、取り返しのつかない結果を招くことになります。 

○「一度だけ」という好奇心のつもりでも、薬物の依存性と耐性により、自分の意思でやめることがで

きなくなります。                                                                

○薬物への誘惑に対しては絶対に断わり、もし規制薬物を見たり、聞いたりした場合は、各警察所又は

薬物 110番（０８５７－２６－３７７４）まで連絡をお願いします。 

【問い合わせ先】米子警察署 tel ３３－０１１０                           

                                     

                                               
■ 防犯のお知らせ ■  

自転車の盗難、車上荒らしの被害が増えています。被害の多くは、鍵を掛けていないことによるものです。 

             

  

 

 

夏場は、自宅などに侵入される被害も増加します。留守時、就寝時は、必ず戸締まりをしましょう。 

【問い合わせ先】米子警察署生活安全課 tel ３３－０１１０（内線２６３） 

           

 自転車盗難被害防止のために  

○必ず鍵を掛けましょう。 

 ○ツーロック以上が安全です。       

車上荒らし被害防止のために 

 ○短時間でも鍵を掛けましょう。 

 ○車内に鞄や貴重品を置かないようにしましょう。 

           

■ 地デジ化臨時相談コーナーが開設されます ■ 

 現在ご覧いただいているアナログ放送は、７月 24日で終了します。 

このたび南部町で、地デジ化相談コーナーが開設されます。 

 

 
【実施場所】さいはく分館         

【実施日】7月 27日（水）   

8月 4日（木）12日（金）16日（火）24日（水）  

【実施時間】8:30～17:15 

          

 

【実施場所】天萬庁舎        

【実施日】7月 23日（土）31日（日） 

8月 20日（土） 

【実施時間】8:30～17:15 
           

 

アナログ放送は ７／２４で 終了します 

地デジに関するご質問・ご相談は・・・デジサポ鳥取へ 0857-33-4800 
 


