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開会セレモニー
ユネスコ「世界の記憶」記念コンサート

～ふくやま琴との共演～ 

ローズコンサート

S.チョイ（指揮者） 松下知代（箏）

　世界の第一線で活躍するアーティストによるコンサートから福山の伝統芸能とのコラボレーションまで、多
様なコンサートによって福山が音楽であふれる3日間です。今月は2月18日から発売しているチケットなどに
ついて紹介します。（音楽祭の全容は広報「ふくやま」４月号などに掲載予定）

h同祭実行委員会事務局　
（文化振興課内l928‒1117）

午前10時～11時15分
釜山フィルハーモニー交響楽団（指揮Ｓ．チョイ）
シン・ヒョンス（バイオリン）
松下知代（箏）
市民合唱団
モーツァルト：バイオリン協奏曲 第3番より
第3楽章
エルガー：威風堂々第1番 合唱付き　ほか
Ａ席3,000円、Ｂ席2,000円、Ｃ席1,000円※未就
学児入場不可

【時　間】
【出演者】

【曲　名】

【観覧料】

【時　間】
【出演者】

【曲　名】

【観覧料】

【時　間】
【出演者】

【曲　名】

【観覧料】

【時　間】
【出演者】

【曲　名】

【観覧料】

【特　典】

ママ　あのねコンサート
午前11時30分～午後零時15分
ポーランド放送室内合奏団（指揮Ａ.ドゥチマル）
モーツァルト：ディヴェルティメントより
第1楽章　ほか
300人※抽選
無料※年齢制限なし
（申込用紙設置場所）3月23日㈮（必着）まで
に、所定の申込用紙（1枚で4人まで）を、文化振
興課へ※82円切手を貼った返信用封筒が必
要。当選者の発表はチケットの発送をもって
代えます

【時　間】
【出演者】
【曲　名】

【定　員】
【観覧料】
【申し込み】

シン・ヒョンス　バイオリンリサイタル
午後1時30分～2時15分 
シン・ヒョンス（バイオリン）
斎藤雅広（ピアノ）
J.S.バッハ：無伴奏バイオリン・パルティータ
第2番「シャコンヌ」　ほか　
1,500円※未就学児入場不可

チケット発売場所
●リーデンローズチケットセンター　●神辺文化会館
●沼隈サンパル　●スガナミ楽器本店　●久松レコー
ド　●天満屋福山店　●フジグラン神辺　●ＴＳＵＴＡ
ＹＡ（新涯店・伊勢丘店・松永店・府中高木店）　●ロー
ソンチケット　●チケットぴあ　※開会セレモニー、ロー
ズコンサート、フィナーレコンサートはリーデンローズチ
ケットセンターでセット販売あり。3公演（A席）通常
9,000円が7,000円になります

午後2時30分～4時
ポーランド放送室内合奏団（指揮Ａ．ドゥチマ
ル）
モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジー
ク　ほか　　　　
Ａ席3,000円、Ｂ席2,000円、Ｃ席1,000円※未就
学児入場不可

フィナーレコンサート
～未来の演奏家との共演～
午後5時30分～7時30分
釜山フィルハーモニー交響楽団（指揮Ｓ．チョイ）
マチルド・カルデリーニ（フルート）
福山甲田ジュニアオーケストラ
市民合唱団
ベートーベン：交響曲　第7番
ふるさとの四季（合唱）　ほか
Ａ席3,000円、Ｂ席2,000円、Ｃ席1,000円※2歳
以下は入場不可
チケットを購入した人は、公開リハーサルを観
覧できます

ばらのまち福山国際音楽祭2018

5月2日㈬～4日㈮  リーデンローズ
5月3日㈭

5月4日㈮

チケット発売中！

シン・ヒョンス（バイオリン）
ⓒSangwook Lee

マチルド・カルデリーニ（フルート）

斎藤雅広（ピアノ）

ポーランド放送室内合奏団Ａ.ドゥチマル（指揮者）

お知らせ ピックアップ●
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いよいよ開通！
福山ＳＡスマートインターチェンジ

福山SAスマートIC

利用上の注意！

開通式典　記念イベント

福山SAスマートIC
とおり初め

福山SAを
　　利用する人へ

　3月31日㈯、山陽自動車道福山サービスエリア
（SA）に「福山SAスマートインターチェンジ（IC）」が
開通します。福山SAスマートICは、福山東ICと福山
西ICのほぼ中央に位置しており、開通により高速
道路へのアクセス性が向上することで次のような
効果が見込まれます。
●交通が分散され、国道2号や福山東IC周辺の
　渋滞が緩和する
●山陽自動車に直結する福山市民病院への救
　急搬送時間が短縮する

●利用可能時間：午前6時～午後10時
●対象車種：全長6m以下のETC搭載車両
　※西日本高速道路㈱料金車種区分の軽自動車・
　　普通車
●福山SAスマートICはETC専用です。必ずETC
　カードを車載機に挿入して通行してください
●福山SAスマートICへは、国道2号津之郷橋東詰
　交差点からアクセス道路を通って利用してくだ
　さい

　スマートICを通って高速道路
上り線から出る場合と、スマート
ICを通って高速道路下り線に入
る場合には、福山SAを利用でき
ません。
　福山SAは一般道からアクセス
して利用することができます。

3/31
15：00
土

h幹線道路課（l928-1252）

a3月31日㈯午前11時～
b山陽自動車道福山SA（下り線）
e10台※抽選
gh3月7日㈬（必着）までに、所定の申込書を、
幹線道路課（l928-1252）へ　※申込書など、詳しくは市iに掲載

一緒に
盛り上げよ

う！

E2

開通前のスマートICを自家用車で通る体験型イベントです。

アクセス道路

aとき　bところ　c内容　d対象　e定員
f料金　g申し込み　h問い合わせ　iホームページ

●お知らせ ピックアップ
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安心して医療を受けるための

国民健康保険

加入・脱退の手続き

３月から介護給付費通知などの
様式が新しくなります

国保で受けられる給付

　会社などの健康保険をやめて国
保に加入するときは、手続きが必
要です。
　また会社などの健康保険に加入
したときは、国保をやめる手続き
をしてください。

○国保に加入するとき
　資格喪失証明書（健康保険の離脱を証明するもの）
○国保をやめるとき
　国民健康保険証・会社などの健康保険証（加入した人全員分）
※いずれの手続きにも、届け出人の本人確認ができる証明書
　（運転免許証など）および世帯主と届け出に該当する人の
　マイナンバーが確認できるものを持ってきてください
※手続きは会社などの健康保険の資格取得日・喪失日以降に
　行ってください

　同じ人が同じ月内に一定額を超える高額な医療費を病院な
どで支払ったとき、その超えた額を払い戻します（高額療養
費）。※高額療養費は年齢や所得状況により払い戻される額が
変わります。3月からは領収証がなくても高額療養費の申請が
できます。対象者には申請のお知らせを送付します

会社などの健康保険に加入し
たときも、国保の資格は自動的
にはなくなりません

　制度が変わることで、改めて手続きをする必
要はありません。

　突然の病気やけがに備え、みんなでお金を出し合い、誰もが安心して医療を受けられるようにできた
制度が医療保険制度です。国民健康保険（以下、国保という）もその一つで、全ての人が何らかの公的保険
に入らなければなりません。

市民課、各支所・分室・分所の窓口

h国保年金課（資格賦課担当l928-1055）

h国保年金課（給付担当l928-1054）

受付場所

　病気やけがをしたとき、病院な
どで保険証や高齢受給者証を提示
すると、医療費の一部（年齢などに
より３割・２割または１割）を支払
うだけで医療が受けられます（残
りの医療費は国保が病院などに支
払います）。
　申請により受けられる各種給付
もあります。申請の時効は２年で
す。※詳しくは市iに記載

４月から国民健康保険制度が変わります
　国民健康保険制度は、高齢化や医療の高度化により医療費が増加するなどさ
まざまな課題を抱えています。今までは市が財政運営を行ってきましたが、安
定的な財政運営と安心して医療を受けられる制度の維持のために、４月からは市と広島県が共同で制度を
運営することとなります。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  h国保年金課（庶務担当l928-1155）

医療費が高額になったときには？

　入院と在宅療養の公平性を図る観点から、４月
から入院時の食事代の負担額が１食につき460円
になります。※低所得者や難病患者などについて
は負担額が据え置かれます

入院時の食事代の負担額が変わります

改めて手続きがいるの？

　広島県が示す標準保険料率などを参考に市
が保険税率を決め、保険税を賦課・徴収します。
納期および納付方法はこれまでどおりです。な
お、広島県内の市町で新た
に国保に加入する世帯は、
原則として口座振替にな
ります。

保険税や納付の方法はどうなるの？

　広島県内の他の市町に引っ越した場合でも、
転出前と同じ世帯と認め
られれば、高額療養費の該
当回数が通算され、被保険
者の経済的負担が軽減さ
れます。

h介護保険課（l928-1166）、高齢者支援課（l928-1189）、
松永（l930-0410）･北部（l976-8803）･東部（l940-
2572）･神辺（l962-5005）保健福祉課、新市（l0847-
52-5515）･沼隈（l980-7704）支所保健福祉担当

■介護給付費通知（介護給付費、介護予防・生活支援給付
費のお知らせ）
▽様式…窓付き封筒から三つ折り圧着封筒に変更
▽記載内容…市が把握している直近４カ月分のサービ
スの内容や金額などを記載し、４カ月ごと（３月・７月・
11月の月末ごろ）に送付します
※高額介護（介護予防）サービス費および要介護（要支
援）認定有効期間終了のお知らせは次のとおり別に送付
します
■高額介護（介護予防）サービス費、高額介護予防・生活
支援サービス費のお知らせ
　支給対象者のうち、申請をしていない人にお知らせを
送付するので、申請書を提出してください。一度申請し
た人は、以降支給要件を満たす月分を自動的に支給しま
す。
■要介護（要支援）認定有効期間終了のお知らせ
　認定の有効期間終了日が近づいている人のうち、更新
申請をしていない人にお知らせを送付します。継続して
介護サービスを利用する場合は、終了日までに更新申請
をしてください。

h保健予防課（l928-1127）

　対象者には昨年7月に
案内通知を送付していま
す。案内通知に同封の予
診票を医療機関へ持参
し、かかりつけ医と相談し
て体調が良いときに受け
ましょう。
　また、予診票を紛失した
人には再発行をするので、
保健予防課へ問い合わせ
てください。
b実施医療機関※詳しくは市iに掲載　
d本市に住民票がある次のいずれかに該当する人
①今年度65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人
②60歳以上64歳以下で心臓・腎臓・呼吸器の機能
　またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機
　能に障がいがある人
f3,000円※市民税非課税世帯の
人などは個人負担金が免除されま
す。事前に証明書を医療機関に提
出してください。詳しくは案内通
知に掲載

高齢者肺炎球菌予防接種の
定期接種は３月31日㈯まで

高額療養費はどうなるの？

被保険者証は変わるの？

　国保の手続きの窓口は変わりません。これま
でどおり市の窓口で受け付けます。

届け出などの窓口は変わるの？

持ってくるもの

次のように変わります。
様式が県内で統一され、被保険者証には「広
島県」と記載されます
更新時期が県内で統一され、広島県は８月１
日が更新日となります
70歳以上の人に交付している高齢受給者証
は、被保険者証と一体化され１枚になります

・

・

・

h国保年金課（資格賦課担当l928-1055） h国保年金課（納税担当l928-1056）

　所得税や市・県民税の申告をした人などを除い
て、収入がない人や遺族年金・障がい年金などの非
課税収入のみの人でも保険税申告書の提出が必要
です。
■申告をしないと次のように不利になる場合があ
　ります
・保険税の軽減制度が受けられない
・上位所得者とみなされ、高額療養費の支給や入
　院したときの食事代の減額が適正に受けられない

所得の申告書が届いた人は
必ず提出してください

納付が困難な場合は分割納付もできます。滞納の
ままにしないで納税相談に来てください。

保険税を滞納すると？

有効期限の短い短期被保険者証を交付します
災害などの特別な事情もなく滞納している世帯
には、保険証を返してもらい、資格証明書を交付
します
※資格証明書で受診するときは、医療費の全額
　が自己負担となります
財産の差し押さえなどをする場合があります

・
・

・

●お知らせ ピックアップ お知らせ ピックアップ●aとき　bところ　c内容　d対象　e定員
f料金　g申し込み　h問い合わせ　iホームページ
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費のお知らせ）
▽様式…窓付き封筒から三つ折り圧着封筒に変更
▽記載内容…市が把握している直近４カ月分のサービ
スの内容や金額などを記載し、４カ月ごと（３月・７月・
11月の月末ごろ）に送付します
※高額介護（介護予防）サービス費および要介護（要支
援）認定有効期間終了のお知らせは次のとおり別に送付
します
■高額介護（介護予防）サービス費、高額介護予防・生活
支援サービス費のお知らせ
　支給対象者のうち、申請をしていない人にお知らせを
送付するので、申請書を提出してください。一度申請し
た人は、以降支給要件を満たす月分を自動的に支給しま
す。
■要介護（要支援）認定有効期間終了のお知らせ
　認定の有効期間終了日が近づいている人のうち、更新
申請をしていない人にお知らせを送付します。継続して
介護サービスを利用する場合は、終了日までに更新申請
をしてください。

h保健予防課（l928-1127）

　対象者には昨年7月に
案内通知を送付していま
す。案内通知に同封の予
診票を医療機関へ持参
し、かかりつけ医と相談し
て体調が良いときに受け
ましょう。
　また、予診票を紛失した
人には再発行をするので、
保健予防課へ問い合わせ
てください。
b実施医療機関※詳しくは市iに掲載　
d本市に住民票がある次のいずれかに該当する人
①今年度65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人
②60歳以上64歳以下で心臓・腎臓・呼吸器の機能
　またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機
　能に障がいがある人
f3,000円※市民税非課税世帯の
人などは個人負担金が免除されま
す。事前に証明書を医療機関に提
出してください。詳しくは案内通
知に掲載

高齢者肺炎球菌予防接種の
定期接種は３月31日㈯まで

高額療養費はどうなるの？

被保険者証は変わるの？

　国保の手続きの窓口は変わりません。これま
でどおり市の窓口で受け付けます。

届け出などの窓口は変わるの？

持ってくるもの

次のように変わります。
様式が県内で統一され、被保険者証には「広
島県」と記載されます
更新時期が県内で統一され、広島県は８月１
日が更新日となります
70歳以上の人に交付している高齢受給者証
は、被保険者証と一体化され１枚になります

・

・

・

h国保年金課（資格賦課担当l928-1055） h国保年金課（納税担当l928-1056）

　所得税や市・県民税の申告をした人などを除い
て、収入がない人や遺族年金・障がい年金などの非
課税収入のみの人でも保険税申告書の提出が必要
です。
■申告をしないと次のように不利になる場合があ
　ります
・保険税の軽減制度が受けられない
・上位所得者とみなされ、高額療養費の支給や入
　院したときの食事代の減額が適正に受けられない

所得の申告書が届いた人は
必ず提出してください

納付が困難な場合は分割納付もできます。滞納の
ままにしないで納税相談に来てください。

保険税を滞納すると？

有効期限の短い短期被保険者証を交付します
災害などの特別な事情もなく滞納している世帯
には、保険証を返してもらい、資格証明書を交付
します
※資格証明書で受診するときは、医療費の全額
　が自己負担となります
財産の差し押さえなどをする場合があります

・
・

・
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