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国民年金の
保険料免除制度

学生納付特例 若年者納付猶予 全額免除・一部納付（一部免除）

対象
大学・短大・専門学校・
各種学校などに在学して
いる 20歳以上の学生

20歳～ 30歳未満の人 20歳～ 60歳未満の人

免除期間 平成 24 年 4 月から平成
25年 3月 平成 24年 7月から平成 25年 6月

受付期間 平成25年4月30日（火）まで 平成 24年 7月 2日（月）から平成 25年 7月 31日（水）まで

所得の目安 本人の平成 23年中の所得
が 118 万円以下

本人、配偶者の平成 23年
中の所得が一定額以下　
表１

本人、配偶者、世帯主の平成 23年中
の所得が一定額以下　表１

受給資格期間と
年金額

制度適用期間は、老齢基礎年金の金額に含まれません
が、老齢・障害・遺族年金を請求する場合の受給資格
期間に含まれます。

制度適用期間は、老齢・障害・遺族
年金を請求する場合の受給資格期間
に含まれます。老齢基礎年金の計算
に一部含まれます。

申請方法

申請先　　国保年金課（伊豆長岡庁舎）または各支所市民課
持ち物　　 ①年金手帳　②認め印（本人が署名する場合は不要）　③学生の場合は学生証のコ

ピー（両面）か在学証明書　④失業した人は雇用保険受給資格者証または雇用保険
被保険者離職票

申請に関する問合せ先　　国保年金課　☎ 055-948-2905
扶養の確認について
　税制改正（扶養控除廃止）に伴う国民年金保険料免除基準等の改正により、税制上の扶養親族の内、16歳か
ら 19歳未満の扶養親族がいる場合は、申請時に申立書の提出が必要になります。

世帯構成 全額免除
若年者納付猶予 4分の 3免除 半額免除 4分の 1免除

単身世帯 57 万円
（122 万円）

93万円
（158 万円）

141 万円
（227 万円）

189 万円
（296 万円）

２人世帯
（夫婦のみ）

92 万円
（157 万円）

142 万円
（229 万円）

195 万円
（304 万円）

247 万円
（376 万円）

４人世帯
（夫婦･16歳未満の子2人）

162 万円
（257 万円）

230 万円
（354 万円）

282 万円
（420 万円）

335 万円
（486 万円）

　日本国内に住んでいる 20歳以上 60歳未満のすべての人は、公的
年金への加入が義務づけられています。自営業者・農業者とその家族、
学生、無職の人は、国民年金の保険料を自分で納付しなければなり
ません。
　未納のままにしておくと、老齢基礎年金やいざというときに障害
基礎年金・遺族基礎年金を受けとることができない場合があります。
　保険料を納めることが経済的に難しいとき、保険料免除・納付猶
予制度を利用してください。

※ 免除申請をしても、所得によっては一部しか免除されない場合があります。その場合、残りの
保険料を納付しない場合は未納と同じ扱いになります。

【保険料の追納について】
　保険料の免除・猶予の承認を受けた期間は、保険料を全
額納付した時に比べ、将来受け取る年金額が少なくなりま
す。そこで、保険料の納付を免除された期間は、10 年以
内であれば、あとから納める（追納）ことができます。追
納を希望する場合は、申し込みが必要です。
　さかのぼって３年度目以降に追納する場合は、経過期間
に応じた加算額が上乗せされます。経済的に余裕がある場
合は、保険料を納付するほうがおトクです。保険料の後払

い（追納）は、保険料が高くなることはあっても、
安くなることはありません。 経済的に余裕がある
場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度
を利用されることをおすすめします。

※ 平成 23 年 7 月から
平成 24 年 6 月分の
若年者納付猶予、全
額免除・一部納付（一
部免除）の申請受け
付けは、7月31日（火）
までです。

【免除の対象となる所得（収入）の目安】 表 1

平成 24年度月額
14,980 円

問 三島年金事務所　☎ 055-973-1444
　 日本年金機構のホームページ　
　 http://www.nenkin.go.jp/
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Ｔｈａｔ ’ Ｓ
が～まるＳＨＯＷ！ 

世界中を沸かすエンター
テインメントショー！
が～まるＳＨＯＷだけを
ご堪能いただくプログラ
ムです！

と　き   　9 月 9日（日）
　　　　   開場 14：30
　　　　   開演 15：00
ところ　    アクシスかつらぎ

　大ホール
チケット【全席指定】
　　　一　般　　　 4,000 円
　　　高校生以下 　2,500 円
※ 3歳以下のお子さんは
　 入場できません。
チケット販売所
　　アクシスかつらぎ
　　韮山時代劇場
　　チケットぴあ
（Ｐコード　４２０－６０５）
（セブン－イレブン
  サークルＫ・サンクス）
  ローソンチケット
（Ｌコード　４１５４１）
問 アクシスかつらぎ
☎ 055-948-0225

中を沸かすエンタ

チケット
発売中

※ 『アクシスの夕べ』『あなたのステージ』は、お知らせページでご案内します。

子どもは本を借りられるの？

図書館カレンダー
モバイル版QRコード

今月のおすすめ  ～夏休みにチャレンジ！～

海でひろった貝や石、野山で見
つけた草花で、工作ができます。
作った作品をかっこよくかざる
方法ものっているよ。【中央】

『海の工作図鑑』
岩藤しおい（著）／いかだ社

料理のだしに使う煮干しを観察
すると、生き物の体のしくみが
わかります。特別な道具はいり
ません。さぁ、チャレンジ！【韮山】

『煮干しの解剖教室』
 小林眞理子（著）／仮説社

『フルーツ・野菜の実験』
（キッチンでかんたん実験 120 ②）／学研教育出版【中央】

『からくり工作ブック』　塩浦信太郎（著）／学研教育出版【長岡】
『こどもの手作り万華鏡』　酒井祐子（著）／ブティック社【長岡】
『ぼくらの地図旅行』　那須正幹（文）、西村繁男（絵）／福音館書店【長岡】
『冒険図鑑』　さとうち藍（文）、松岡達英（絵）／福音館書店【中央】
☆このほかにもいろんなチャレンジをしてみよう。もちろん図書館
　には、読み物の本もたくさんあります。

赤ちゃん ･子どもでも本を借り
られます。はじめに『利用者
カード』を作ります。このとき、
本を借りたい人が自分でくるこ
と、自分の名前と住所が書かれ
た保険証などが必要です。あと
は、本を借りたいときにカード
を出してください。カードは大
切にして、他の人に貸さないよ
うにしましょう。

図書館ホームページ  http://www.library-town.com/　　問  中央図書館　☎ 0558-76-5566（月曜休館）

　長い夏休み、思いきり遊ぶのも
いいけど、こんなことにもチャレ
ンジしてみませんか？

それいけ！アンパンマン

ミュージカル
いのちの水を救え！ 

と　き　8 月 19 日（日）
　　　　1回目　開場 10：30　開演 11：00
　　　　2回目　開場 14：30　開演 15：00
ところ　アクシスかつらぎ　大ホール
チケット【全席指定】2,500 円（一律料金）
　　　　　　　   当日 2,700 円
　※  3 歳以上有料
　※ 2歳以下は保護者 1名につき 1名ひざ上鑑
　    賞可。ただし、お席が必要なお子様は有料。
チケット販売所
　アクシスかつらぎ、韮山時代劇場ほか
問 アクシスかつらぎ　☎ 055-948-0225

き 8 月 19

チケット
発売中
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