
年金特徴のしくみ
　保険料や税金を年金や給与から天引きする制度のことを、窓口で支払う「普通徴収」に対して、
「特別徴収」といいます。また年金から特別徴収することを「年金特徴」と呼んでいます。
　年金受給者の年金から保険料等が特別徴収される「年金特徴」のしくみについて、次の表にまと
めましたので、ご自身の年齢、収入、家族構成などの条件に照らし合わせてご確認ください。

国民健康保険 後期高齢者医療 介護保険 住民税種別項目
１.世帯主が国保加入者である。
２.世帯の国保加入者全員
が65歳～74歳である。
３.世帯主が年額18万円以上
の年金を受給している。(※1)
４.世帯主の介護保険料が
年金から引かれている。
５.介護保険料と国保税の
合計額が年金額の2分の1
を超えない。
(※1)複数の年金を受給されている場合、いずれか１つの年金で判定されます。(年金の種類に優先順位が決められ
ています)

年金特徴となった方（世帯）が次の年も無条件で年金特徴が継続する訳ではありません。金額、世帯員の構成、年
齢等により普通徴収に切り替わる場合があります。   

住民課国保係
(内線　257・358）

住民課医療係
(内線　258）

福祉課高齢介護係
(内線　361・362）

税務課住民税係
（内線　250・350）

特徴の条件
（各種別ごとにすべ
ての条件に該当して
いること。）

１.年額18万円以上の年金
を受給している。(※1)
２.介護保険料が年金から引
かれている。
３.介護保険料と後期高齢者
医療保険料の合計額が年
金額の2分の1を超えない。

１.老齢（退職）年金、遺族年
金、障害年金の受給者である。
２.年額18万円以上の年金
を受給している。(※1)

１.4月1日現在老齢等年金
給付を受けている。
２.年齢が65歳以上である。
３.年額18万円以上の年金
を受給している。(※1)
４.介護保険料が年金から引
かれている。

　4月1日の時点で上記条
件を満たすこととなった年
の10月
　4月2日から10月1日の間
において上記条件を満た
すこととなった翌年の４月

特徴開始時期
（条件を満たしてか
ら開始まで、一定の
期間、普通徴収で納
めていただく期間が
あります。）

　75歳の誕生日が資格取
得日となります。
　65歳から74歳で一定の
障害のある方は、希望より
認定の申請をして、資格取
得となります。
2月2日～4月1日の期間に資格取得された方…
10月開始（介護保険では、2月3日～4月2日生まれの方）
4月2日～10月1日の期間に資格取得された方…
翌年4月開始（介護保険では、4月3日～10月2日生まれの方） 
10月2日～12月1日の期間に資格取得された方…
翌年6月開始（介護保険では、10月3日～12月2日生まれの方）
12月2日～2月1日の期間に資格取得された方…
翌年8月開始（介護保険では、12月3日～2月2日生まれの方）

　65歳の誕生日の前日が
資格取得日となります。

　4月1日の時点で上記条
件を満たすこととなった年
の10月

　国保税の額決定が7月で
あるため、4月・6月・8月分
は、前年度の税額を参考に
仮徴収し、10月・12月・2月
分で調整します。

金額の決定時期

　後期高齢者医療保険料
の額決定が7月であるた
め、4月・6月・8月分は、前年
度の保険料を参考に仮徴
収し、10月・12月・2月分で
調整します。

　介護保険料の額決定が7
月であるため、4月・6月・8
月分は前年度の保険料を
参考に仮徴収し、10月・12
月・2月分で調整します。

　4月・6月・8月分は、前年
度の税額を参考に仮徴収
し、10月・12月・2月分で調
整します。

１.特徴の条件を満たさなく
なった場合
２.世帯主が75歳になる年度
３.口座振替による普通徴収
に切り替える場合
４.年金の支給停止等により
特徴ができない場合
５.資格異動、所得更正等によ
り国保税が減額された場合

普通徴収に
切り替わる場合

（各種別ごとにいず
れかの条件に該当す
るとき。）

１.特徴の条件を満たさなく
なった場合
２.口座振替による普通徴収
に切り替える場合
３.年金の支給停止等により
特徴ができない場合

１.特徴の条件を満たさなく
なった場合
２.年金の支給停止等により
特徴ができない場合

１.特徴の条件を満たさなく
なった場合
２.年金の支給停止等により
特徴ができない場合
３.亡くなられた場合

　年度途中で税額に変更
が生じた場合の増額分に
ついては、年金特徴とは別
に普通徴収により納めてい
ただきます。注意事項

　年度途中で保険料額に
変更が生じた場合の増額
分については、年金特徴と
は別に普通徴収により納め
ていただきます。

１.仮徴収額と10月以降の保
険料額との差が大きくなら
ないように8月の保険料額
を調整する場合があります。
２.年度途中で保険料額に
変更が生じた場合の増額
分については、年金特徴と
は別に普通徴収により納め
ていただきます。
３.特徴開始時期は年金受
給開始時期により変わる場
合があります。

　年金所得にかかる住民
税額のみ年金特徴の対象
になります。（給与所得や
事業所得などその他の所
得から計算された住民税
額は、給与天引きか納付書
での納付になります）

　世帯主
　年金受給者本人以外の
方は社会保険料控除の申
告はできません。

社会保険料控除
の対象者

問合先

　被保険者本人 
　年金受給者本人以外の方は社会保険料控除の申告は
できません。 

　可能です。 
　「納付方法変更申出書」の提出が必要。口座振替での
納付が条件 

特徴中止の可否 希望による（普徴への）切替は、できません。 
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☎82-1305 休館日 毎週月曜日
９・10・11日

開催日　16日・23日・30日
時　間　午前10 時～11時30 分
対象者　２・３歳児とその保護者
持ち物　お茶、タオル、着替え

＊動きやすい服装で来てくださいね！！
＊水・金曜日の午前中は好きなおもちゃを出します。
＊初めて参加の皆さんはお子さんから目を離さないようにお願いします。
＊お母さんも、子どもさんもお友達作りをしてね！
＊暖かくなったら、月齢の早い子はトイレトレーニングを始めましょう！

＊今月は「たこやき できたかな」です。
木製の箱の中に、たこやきに見立てたボールを友達と一
緒に入れるゲームです。
頭を使って、気持ちを合わせて、たこやきを完成させよう！
一緒に挑戦することで、友達と、もっと、もっと仲良く
なっちゃうよ!!
がんばってね!!

＊一年生のお友達は、児童館の遊び方が分かって
きたかな？ゴールデンウイークは、家族で遊びに
来てくださいね!!
＊皮革を使って、大好きな人にプレゼントを作り
　ましょう！
※詳細は児童館で、お知らせします。楽しいですよ！

ちびっ子ギネスに挑戦

コアラ
教室

きんもく どかげつ すいにち

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
15 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

休館日 コアラ教室 行事

＊選択できる情報の一覧
１．気象情報・・・ゲリラ豪雨情報、気象警報、津波注意報を発
　信します。
２．防災情報・・・国民保護情報（ゲリラ、テロ等）、大津波警報、
　津波警報、緊急地震速報、東海地震予知情報ほかに、災害
　時、美浜町防災情報を個別に発信します。
３．火災情報・・・火災情報（火災発生、鎮火等）を発信します。
４．防犯情報・・・不審者情報などを発信します。
５．生活情報・・・町行政一般情報を発信します。
○携帯電話のメールアドレスを登録される場合、「ドメイン
　指定受信」等の設定状況により受信拒否される場合があ
　りますので、ご注意ください。
・ドメイン：＠town.aichi-mihama.lg.jp
・送信メールfromアドレス：anshin-anzen@town.aichi-mihama.lg.jp

登録方法
①上記バーコードリーダーを読み込む。
②空メールを送信し、返信メールを受信する。
③受信メールを開き、下部にあるURLを開く。
④サイトポリシーを読み、「同意する」を押す。
⑤下の情報から必要なものを選び、「レ」点をつける。
⑥「確認」をし「登録」する。登録完了メールが届くので確認。

　美浜町では、災害情報等の伝達の手段として「美浜町安心安全メールサービス」
を推奨しています。

美浜町安心安全メールサービス」に登録しましょう！

消防庁

大津波警報が発令されました。
高台へ避難してください。
　　　　　　　　　　美浜町

登録方法については以下のとおりです。

住民向け空メール登録アドレス
mihama@entry.mail-dpt.jp

Ｊ－アラート
システム
（役場内）

瞬
時

自動転送
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＊3 日(水)4日(木)5日（金）
ゴールデンウィークは開館しています。

児童館からのお知らせ
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