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【70 歳以上で弘前市交付の国民健康保険被保険者】
▽支給対象者　平成 30年７月 31日時点で、青森県
国民健康保険被保険者証を弘前市より交付を受けてい
る現役並み所得区分以外の人
▽支給対象期間　平成29年８月 1日から平成 30年
７月 31日までの１年間
▽支給額　対象期間中の70歳以上になってからの外
来診療（個人単位）の自己負担額の合計から月額の高
額療養費で支給される分を除いた額が 14万 4,000
円を超える場合、超えた分を支給
※ただし、３割負担の月の自己負担額は除きます。
▽申請に必要なもの　外来年間合算高額療養費につい
てのお知らせ／国民健康保険証／印鑑（スタンプ印を
除く）／世帯主名義の預金口座の通帳（コピー可）／
個人番号（マイナンバー）がわかるもの／本人確認書
類（官公庁発行・発給の顔写真付き身分証明書等）／
自己負担額証明書（他の健康保険に加入していた人の
み）
▽申請方法　支給該当者がいる世帯主に申請のお知ら
せを12月下旬（予定）に送付しますので、国保年金
課窓口で直接申請を。
※対象期間中に他の健康保険に加入していた人には、
お知らせが送付されない場合がありますので、対象と
思われる人はお問い合わせください。
■問い合わせ先　国保年金課国保給付係（☎ 40・
7047）

【後期高齢者医療制度の被保険者】
▽支給対象者　平成 30年７月 31日時点で、後期高
齢者医療被保険者証の窓口負担割合が１割の人（住民
税非課税世帯を除く）
▽支給対象期間　平成29年８月 1日から平成 30年
７月 31日までの１年間
▽支給額　対象期間中の外来診療の自己負担額の合
計から高額療養費で支給された分を除いた額が14万
4,000 円を超える場合、超えた分を支給
▽申請に必要なもの　支給申請書／外来年間合算高額
療養費についてのお知らせ／印鑑（スタンプ印を除く）
／預金口座の通帳（コピー可）／個人番号（マイナン
バー）がわかるもの／本人確認書類（官公庁発行・発
給の顔写真付き身分証明書等）
▽申請方法　これまでに高額療養費を支給されたこと
のない人（高額療養費の口座を登録していない人）に
は12月下旬（予定）に申請のお知らせを送付します
ので、国保年金課窓口で直接申請を。
※支給を受けたことのある人（高額療養費の支給口座を
登録済みの人）は口座に支給しますので申請は不要です。
※対象期間中に他の健康保険に加入し、自己負担額が
ある場合は、他の保険者より自己負担額証明書の交付
を受けて提出する必要があります。
■問い合わせ先　国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）／青森県後期高齢者医療広域連合（☎
青森017・721・3821）

外来年間合算高額療養費の支給申請が始まります詳しくは
問い合わせを

ヘルプマーク

　マイカー通勤をしている皆さん、一度はこんな
ことを感じませんでしたか…？
○駐車場の雪かき・車の雪降ろしが大変
○交通渋滞によるストレスでイライラ
○路面凍結でのスリップ事故が不安

ヘルプカード

ヘルプマークを知っていますか？ 公共交通利用のススメ
　雪が積もりお酒を飲む機会が増え
るシーズン！そんな時は公共交通の
利用をおすすめします！

　「今日は車通勤がちょっと面倒」。そんな時だけ
でも、公共交通を使ってみませんか。
■問い合わせ先　都市政策課（☎ 35・1124）

　これまで、市営住宅の家族世帯用住宅は、２人以上
の同居親族による家族世帯でなければ提供できません
でしたが、平成31年から単身世帯にも提供を開始し
ます。なお、住宅使用料（家賃）の基本額は、単身世
帯でも家族世帯用住宅と同じ金額となります。
▽対象者　①単身世帯用住宅への入居希望で、現在、

空き部屋がないため待機中の人／②今後、市営住宅へ
入居を予定している単身世帯の人
▽受付開始日　１月４日、午前８時30分～
※詳しくは市ホームページで確認するか問い合わせを。
■問い合わせ・申込先　市営住宅サービスセンター（☎
40・7013）

市営住宅の家族世帯用住宅を単身世帯へ提供希望者は
申し込みを

こんな時は公共交通に乗ってみませんか？
◎心と体にゆとりができ、渋滞緩和にも！
◎弘南鉄道は冬に強く、ほぼ定時運行で安心！
◎車内はあったか！

　義足や人工関節を使用している人、
内部障がいの人または発達障がいの人
など、外見からは分からなくても援助
や配慮が必要な人がいます。
　このマークを身に付けている人が
いたらバスや列車で席をゆずる、困っているよう
であれば声をかけるなど、思いやりのある行動を
お願いします。

　障がいのある人が困ったと
きに助けを求めるためのもの
で、「手助けが必要な人」と「手
助けできる人」を結ぶカードです。障がいのある
人から「ヘルプカード」の提示があったら、記載
されている内容に沿って支援をお願いします。
▽ヘルプマーク・ヘルプカードの配布場所　福祉
政策課（市役所１階）
■問い合わせ先　福祉政策課（☎40・7036）

 

【配偶者控除・配偶者特別控除の制度の見直し】
　来年度より、配偶者控除・配偶者特別控除を受ける
ことができる人の要件・控除額が変更になります。下
記の「配偶者（特別）控除　控除額一覧表」で確認し
てください。
▽配偶者控除　合計所得金額が38万円以下の生計を
一にする配偶者（同一生計配偶者）を有していても、
同一生計配偶者を扶養している人の合計所得金額が
1,000 万円を超える場合は適用が受けられなくなり
ます。ただし、上記の場合でも、市民税・県民税が非
課税になるか否かを判定する被扶養者数には同一生計
配偶者を含めることができます。詳しくは、下記の「配
偶者（特別）控除　適用の範囲」で確認してください。
また、同一生計配偶者が障がい者である場合、その同
一生計配偶者を扶養している人は、自身の合計所得金
額に関わりなく障害者控除の適用を受けることができ

ます。なお、配偶者控除の控除額は、配偶者を扶養し
ている人の合計所得金額に応じて三段階に分けられま
した。
▽配偶者特別控除　対象となる生計を一にする配偶者
の合計所得金額が、38万円超 123 万円以下となり
ます。また、配偶者控除と同様に、配偶者を扶養して
いる人の合計所得金額に応じても、控除額が変わるこ
ととなりました。ただし、配偶者を扶養している人の
合計所得金額が 1,000 万円超の場合、配偶者特別
控除の適用を受けることはできません。
※申告の詳細は、広報ひろさき１月 15日号と同時
配布する「平成 31年度市民税県民税申告のお知ら
せ」に掲載しますので、確認の上、申告においでく
ださい。
■問い合わせ先　市民税課市民税第二・第三係（☎
40・7025、40・7026）

市民税県民税の申告が始まります配偶者控除などが
見直されました

平成 31 年度申告受付期間および受付会場
地区名 受付期間 受付会場 受付時間

全地区（期間前／対象者限定）２月６日（水）～２月15日（金） 市役所３階申告会場 午前８時30分～午後４時本庁地区（期間内） ２月18日（月）～３月15日（金）
相馬総合支所地区 ２月12日（火）～15日（金） 相馬総合支所１階多目的室 午前９時～午後４時岩木総合支所地区 ２月20日（水）～３月13日（水）岩木総合支所１階多目的室
裾野地区 １月25日（金） 裾野地区体育文化交流センター

午前９時30分～午後４時

船沢地区 １月28日（月）・29日（火） 船沢公民館
新和地区 １月29日（火）・30日（水） 新和地区体育文化交流センター
城東地区 １月30日（水）・31日（木） 総合学習センター
高杉地区 １月31日（木）、２月１日（金） 北辰学区高杉ふれあいセンター
石川地区 ２月４日（月）・５日（火） 石川公民館
東目屋地区 ２月５日（火） 東目屋公民館
※受付期間は、土・日曜日、祝日を除きます。

納税義務者の合計所得金額
～900万 ～950万 ～1,000万 1,000万超

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

38万以下
（70歳以上）

33万
（38万）

22万
（ 26万）

11万
（13万） 適用なし

～90万 33万 22万 11万

適用なし

～95万 31万 21万
～100万 26万 18万 9万
～105万 21万 14万 7万
～110万 16万 11万 6万
～115万 11万 8万 4万
～120万 6万 4万 2万
～123万 3万 2万 1万
123万超 適用なし  

配偶者（特別）控除  控除額一覧表

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

  
配偶者特別控除の
適用を受けられま
す（被扶養者には
なりません）

配偶者特別控除は
適用されません
（被扶養者にはな
りません）

配偶者控除の適用
を受けられます
（被扶養者の1人
として数えます）

配偶者控除は適用
されません（被扶
養者の1人とし
て数えます）
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1,000 （万円）
納税義務者の合計所得金額

配偶者（特別）控除  適用の範囲

配偶者
控除

配偶者
特別控除

（円）
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