
年金・保険について

　日本国内に住所のある20歳以上60歳未満（外国人を含む）のすべての人が国民年金に加入することになります。
加入者（被保険者）の種類
●第1号被保険者…農業、自営業者、学生など　　●第2号被保険者…�厚生年金保険に加入する会社員や公務員など
●第3号被保険者…第2号被保険者に扶養される配偶者
こんなときは、保険年金課の窓口へ届出が必要です

国民年金 保険年金課　国民年金担当

種類 こんなとき 種別（被保険者） 必要なもの

第1号被保険者

20歳になったとき（厚生年金保険の加入者を除く） 第1号 印鑑
任意加入するとき 第1号 年金手帳、通帳および届出印
学生で国民年金保険料を納めることが困難なとき
（学生納付特例の申請） 第1号 年金手帳、学生証または在学証明書、

印鑑
国民年金保険料を納めることが困難なとき
（免除の申請） 第1号 年金手帳、失業中の人のみ離職票また

は雇用保険受給資格者証、印鑑
年金手帳をなくしたとき 第1号 印鑑
海外へ転出するとき 第1号 年金手帳、印鑑
海外から転入したとき 第1号 年金手帳、パスポート、印鑑

第2号被保険者 会社や役所などを退職したとき 第2号から第1号へ
年金手帳、退職日が記載された証明書
（資格喪失証明書、退職証明書、離職票�
など）、印鑑

第3号被保険者 配偶者の退職や収入増などのため第3号被保険者
が配偶者の扶養からはずれたとき 第3号から第1号へ 年金手帳、資格喪失証明書・配偶者の

退職証明書または離職票、印鑑

被保険者・受給者が死亡したとき 最寄りの年金事務所または保険年金
課へお問い合わせください。

任意加入
　公的年金は、強制加入が原則ですが、次の人たちは希望すれ
ば国民年金に任意に加入することができます。
①海外在住の日本人で20歳以上65歳未満の人
②�国内に住所のある60歳以上65歳未満で、受給資格期間に
満たない人や年金額を満額に近付けたい人
③65歳以上70歳未満で受給資格期間に満たない人

国民年金保険料の納め方
　月額1万6490円（平成29年度）
　日本年金機構から送られてくる納付書（国民年金保険料納
付案内書）で、金融機関、コンビニエンスストアから納めるこ
とができます。
　また、納め忘れがなく、便利な「口座振替」「クレジットカー
ド納付」もあります。
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保険料の免除／納付猶予制度
【学生納付特例制度】
　学生の場合、本人の所得が一定額以下のとき、申請により承
認されると、在学期間中の納付が猶予される学生納付特例制度
があります。
　申請月の2年1か月前まで、さかのぼることができます。
●申請に必要なもの
□年金手帳　□学生証または在学証明書　□印鑑
［承認期間は、4月から翌年3月までです。毎年申請が必要です。］
【申請免除／納付猶予制度】
　国民年金の第1号被保険者は、前年の所得が一定以下で保
険料を納めることが困難なときは、申請により承認されると、
保険料が免除（全額免除・一部免除）されるか、または納付が猶
予されます。
　申請月の2年1か月前までさかのぼることができます。
●申請に必要なもの
□年金手帳　□印鑑
（失業中の人は、離職票または雇用保険受給資格者証）
［承認期間は、7月から翌年6月までです。毎年申請が必要です。］
【法定免除】
　次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届出により保
険料が免除されます。
①�障害基礎年金などの障害に関する1、2級の公的年金受給者
②生活保護の生活扶助を受けている人
③�厚生労働大臣が指定する施設に入所している人
●申請に必要なもの
□年金手帳　□障害年金証書・生活保護受給証明書など　□印鑑
※�免除や猶予を受けた期間は、保険料を納付したときに比べ、
年金受給額は少なくなります。そのため、承認された月から
10年以内であればさかのぼって納めることができます。た
だし、2年度を過ぎた分の保険料には加算額が付きます。
国民年金の給付
　次の給付は、一定の要件を満たしたとき、請求手続により給
付されます。詳しくは、最寄りの年金事務所または保険年金課
へお問い合わせください。
老齢基礎年金
　65歳以降、生涯受け取ることができます。
　また、希望すれば、繰り上げて受給したり、繰り下げて受給
することができます。ただし、年金額は、一定の割合により、繰
り上げたときは減額、繰り下げたときは増額となります。

遺族基礎年金
　一家の働き手が亡くなったとき、「子（※）のある配偶者」ま
たは「子（※）」は、遺族基礎年金を受け取ることができます。
※子：�18歳到達年度の末日を経過していない子または20歳

未満で障害年金の等級1・2級の子
障害基礎年金
　病気やけがで障害が残ったとき、障害の程度に応じて、受け
取ることができます。
国民年金の独自給付
付加年金
　月々の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納める
と、老齢基礎年金とあわせて付加年金を受け取れます。
加入できる人
　第1号被保険者（65歳までの任意加入被保険者含む。）だけ
に適用され、65歳から受け取る老齢基礎年金の年額に付加年
金を上乗せして受け取ることができます。
　ただし、次の人は納付できません。
□月々の保険料を免除している人
□国民年金基金に加入している人
□第3号被保険者の人
 年金額と受給計算式
　次の計算式で老齢基礎年金に加算されます。
　200円×付加保険料納付月数＝年額加算
寡婦年金
　第1号被保険者として保険料を納めた期間（免除期間を含
む。）が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上継続し
て婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳
になるまで受け取ることができます。
死亡一時金
　第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある
人が、年金を受け取ることなく亡くなったときは、その人と生
計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
手続や相談をするときのお願い
●�本人確認…手続や相談のときに「本人確認」を行っています。
窓口に来られた人の本人確認書類の提示をお願いします。
●�委任状…代理人が手続や相談をするときは、委任状が必要
となる場合があります。
●印鑑…スタンプ印は使用できません。

memo
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後期高齢者医療制度
保険年金課　高齢者医療担当

後期高齢者医療制度
　平成20年4月から老人保健制度に代わり、「後期高齢者医療
制度」が始まりました。
　後期高齢者医療制度では、埼玉県内すべての市町村で組織す
る「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が保険者となり、保険料の
決定、医療の給付などを行い、医療保険制度を運営します。
　鶴ヶ島市は、保険料の徴収や、各種申請・届出の受付、被保険
者証（保険証）などの引渡しなどの業務を行います。
被保険者となる対象者
□75歳以上の人
□65歳以上で、一定の障害を有すると認められる人（※）
※後期高齢者医療制度の障害認定制度
　�後期高齢者医療制度では、一定の障害のある人は、申請によ
り65歳から加入することができます。なお、平成20年3月
末まで老人保健制度に障害認定により加入していた人で認
定の撤回申請を行わなかった人は、自動的に後期高齢者医
療制度に移行しています。
①障害認定の要件
　次のいずれかに該当する人
□身体障害者手帳1・2・3級
□�身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障
害があるとき
□身体障害者手帳4級のうち、1号、3号、4号に該当するとき
□療育手帳Ⓐ・A
□精神障害者保健福祉手帳1・2級
□障害年金1・2級
②障害認定の申請方法
　現在加入している医療保険の種類や世帯構成などの個人の
状況により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合が
ありますので、まずは保険年金課にご相談ください。
●相談または申請に必要なもの
□加入している医療保険（国保・被用者保険など）の被保険者証
□障害者手帳など（障害の程度を証明するもの）
□特定疾病療養受療証など
③障害認定についての補足事項
加入日 �保険年金課へ申請し、埼玉県後期高齢者医療広域連

合の認定を受けた日から加入となります。
●�加入後の障害認定撤回について…障害認定の撤回は、75歳
未満であれば加入後いつでも可能です。ただし、資格喪失は
撤回届出日の翌日以降となりますのでご注意ください。ま
た、75歳以上になると撤回はできません。

被保険者証
　被保険者には、1人に1枚、免許証サイズのカード型の後期
高齢者医療被保険者証が交付されます。医療機関などに受診
する際に提示してください。
●取扱いの注意事項
□交付されたら記載内容を確かめてください。
□いつでも使えるよう、必ず手元に保管してください。
□�死亡、転出などで資格がなくなった場合は、保険年金課へ返
却してください。
□�紛失や破れて使えなくなったときには、次により再発行の
申請をしてください。
●再発行申請に必要なもの
□本人確認できるもの
被保険者証の有効期限
　後期高齢者医療制度の被保険者証の有効期限は、原則1年
となっており、更新時期は、7月末です。
　被保険者証に記載してある有効期限を過ぎても新しい被保
険者証が届かない場合は、お手数ですが、保険年金課までご連
絡ください。
医療機関などでの負担割合
　医療機関などでの窓口負担は、一般の人は1割負担、現役並
み所得のある人は3割負担となります。
　自己負担割合は、それぞれの被保険者証に記載されています。
※�自己負担割合は、毎年7月に前年の所得などから判定し、8
月1日から適用します。
特定疾病療養受療証
　長期間継続して、高額な治療を必要とする下記の疾病は、厚
生労働大臣が指定する特定疾病に該当します。特定疾病の治
療を受けている人は、窓口での自己負担額が月1万円までと
なる制度がありますので、該当する人は「特定疾病療養受療
証」の交付を申請してください。
　なお、「特定疾病療養受療証」は、必ず医療機関などの窓口に
提示してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
①人工透析を必要とする慢性腎不全
②先天性血液凝固因子障害の一部
③血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
高額療養費
　高額療養費とは、後期高齢者医療制度の被保険者が、1か月
に支払った医療費の自己負担額について、次の表の限度額を
超えたときに、超えた分が後から支給される制度です。保険適
用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科などの区別な
く、少額の自己負担額でも合算されます。また、院外処方せん
による調剤の自己負担額も含めます。

運動公園の夜桜
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所得区分 外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

4回目
以降

現
役
並
み
所
得
者

課税所得
690万円以上

25万2600円
＋医療費が84万2000円を超えた場合は、その超えた分の1％ 14万100円

課税所得
380万円以上
690万円未満

16万7400円
＋医療費が55万8000円を超えた場合は、その超えた分の1％ � 9万3000円

課税所得
145万円以上
380万円未満

8万100円
＋医療費が26万7000円を超えた場合は、その超えた分の1％ � 4万4400円

一般 1万8000円
（年間14万4000円上限） 5万7600円 � 4万4400円

住
民
税

非
課
税

低所得Ⅱ 8000円 2万4600円 －

低所得Ⅰ 8000円 1万5000円 －

★一般とは…現役並み所得、低所得Ⅱ・Ⅰに該当しない人
★�低所得Ⅱとは…同一世帯の世帯員全員が住民税非課税であ
る人
★�低所得Ⅰとは…同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、
世帯員の各所得が0円になる人（年金の所得は控除額を80
万円として計算）
診療を受け医療費が高額になった場合
　1か月に支払った一部負担金の個人合計が、上記表の自己
負担限度額を超えた場合に、高額療養費支給の対象となりま
すので、次により支給手続をしてください。
支給手続
　高額療養費の支給要件に該当した場合は、埼玉県後期高齢
者医療広域連合から、手続のご案内をお送りしますので、同封
の申請書に必要事項を記入・押印のうえ、保険年金課までご提
出ください。
　また、一度申請すると、以後の申請は不要となり、2回目以
降支給要件に該当した場合には、支給決定通知でお知らせし、
ご指定の振込先に自動的に振込みをします。
入院で診療を受け医療費が高額になった場合
　入院時の医療機関の窓口での自己負担額の支払は、所得に応
じて1医療機関ごとに、上記表の自己負担限度額までとなりま
す。
この適用を受けるためには、下記の手続が必要となります。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
　入院など高額な医療を受けるとき、保険証と「限度額適用認
定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機
関に提示することで、1か月ごとに1医療機関での窓口支払額
（保険診療分）が自己負担限度額までとなります。
　認定証の交付には、あらかじめ申請が必要になります。下記
により、申請をしてください。
　認定証は、申請した日の属する月の1日から適用されます。
※一般に該当される方については、申請の必要はありません。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続
●申請に必要なもの
□被保険者証　□本人確認ができるもの
□�過去12か月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期
間を証明するもの（領収書など）
75歳到達月の高額療養費の限度額
　75歳到達月（後期高齢者医療加入月）は、誕生日前後に加入
している医療保険の自己負担限度額がそれぞれ2分の1にな
ります。

●改善例…窓口負担1割のケース

負担額 5万7600円

限度額
5万7600円

2万8800円

限度額
5万7600円

2万8800円

誕 生 日 前
に 加 入 の
健 康 保 険

後期高齢者
医 療 制 度

限度額
5万7600円

12月 1月 2月75歳の誕生日

負担額  5万7600円 負担額  11万5200円

入院時の食事負担など
　入院時の食事負担は、1食あたり460円ですが、住民税非課
税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を
受け医療機関に提示することにより、1食あたりの食事負担
の額が以下のとおり減額されます。
（平成30年4月1日から）

所得区分 食事療養標準負担額（1食あたり）
現役並み所得者・一般 460円

低所得Ⅱ（★）

90日までの入院
210円

過去12か月に90日を超える
入院があったとき（長期入院）

160円
低所得Ⅰ（★） 100円老齢福祉年金受給者

★�低所得Ⅱ・Ⅰに該当の人および長期入院に該当の人は、
入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要
です。

高額介護合算療養費の支給
　医療費と介護サービス費が1か月ごとに高額になった場合、
それぞれ別々に自己負担の一部が高額療養費として支給され
ますが、医療費と介護サービス費の自己負担の合算額が1年間
で高額になった場合にも、自己負担の一部が支給されます。
※対象期間は8月から翌年7月までです。
●自己負担限度額（年額）�平成30年8月1日から

所得区分 自己負担限度額
（年額）

現役並み
所得者

課税所得
690万円以上 212万円

課税所得
380万円以上690万円未満 141万円

課税所得
145万円以上380万円未満 � 67万円

一般 � 56万円
住民税
非課税

低所得者Ⅱ � 31万円
低所得者Ⅰ � 19万円

（注）�管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われている
などの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以
外の場合には1食あたり420円となります。

　ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額
ベッド料金、入院にかかる雑費などは合算されませんので、医
療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致
するとは限りません。
●自己負担限度額（月額）�平成30年8月1日から

次に該当すると思われる人は、医療や介護サービスを受けた
ときの領収書を大切に保管してください。
●�対象者…介護保険受給者（65歳以上）がいる世帯で、1年間
（8月から翌年の7月の期間）にかかった医療費と介護サー
ビス費の自己負担の合計額が限度額を超える世帯。
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①�対象となる被保険者には、「支給申請書兼自己負担額証明書
交付申請書」を郵送します。
②�計算した支給額のうち、埼玉県後期高齢者医療広域連合か
ら医療保険分、また、介護保険からは介護保険分を被保険者
に対し支給します。
療養費
　次のような理由で、医療費全額を医療機関などの窓口で支
払ったときは、申請により必要と認められた場合、支払った医
療費の一部を療養費として支給します。
①補装具を購入した場合
　�医師の指示のもと、関節用装具やコルセットなどの補装具
を購入した場合に、療養費が支給されます。支給の対象とな
るのは、患部の安定・固定・矯正など治療を行う上で必要な
範囲のものに限られ、日常生活的なもの、職業上必要なも
の、美容目的のものなどは対象となりません。
●申請に必要なもの
□被保険者証
□治療用装具が必要とする医師の証明書
□治療用装具の領収書+明細書
□印鑑
□金融機関の通帳
②�やむを得ない理由により、保険証の自己負担割合で治療を
受けられなかった場合
③�あんま、マッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けた場合
（医師の同意が必要）
④生血の輸血をした場合
⑤海外渡航中に病気やけがで治療を受けた場合
⑥�やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に
費用がかかった場合
※②～⑥の手続方法については、お問い合せください。
葬祭費の支給
　被保険者が亡くなられた場合に、その人の葬祭を行う人（喪
主など）に対し、葬祭費を支給します。
支給額 ��5万円
●申請に必要なもの
□被保険者証
□申請者（喪主）の印鑑
□喪主の金融機関の通帳
□会葬礼状または葬祭費用領収書
人間ドック・脳ドックの検診費用の一部助成
　病気予防および健康の保持・増進のため人間ドックまたは
脳ドックの検査料の一部を助成しています。
 対象者
　後期高齢者医療制度の被保険者で、納期到来分の保険料に
未納がない人
※�同じ年度内に国民健康保険の人間ドック・脳ドックおよび
健康診査の助成を受けている場合は、対象外です。
申請手続 �
●指定医療機関で受検する場合
（指定医療機関については、国民健康保険の「人間ドックの指
定医療機関」を確認してください）
　人間ドックを受検する前に保険年金課で受検票を発行します。
　窓口にて事前に申請してください（電話申込み可）
●申請に必要なもの
□被保険者証
●その他の医療機関で受検する場合
　受検費用の2分の1の額（上限額2万円）を助成します。
　人間ドックまたは脳ドックを受検後に申請となります。

＝ ＋
均等割額

被保険者一人ひとり
が負担する分

1人あたり
保険料年額

（限度額57万円）

所得割額
被保険者の所得に
応じて負担する分

（総所得金額等－基礎
控除額33万円）×埼玉
県の所得割率

①均等割額…被保険者一人ひとりが負担する分�
②所得割額…被保険者の所得に応じて負担する分
　〔（総所得金額等－基礎控除額33万円）×埼玉県の所得割率〕
①と②の合計になります。
　�保険料の上限（賦課限度額）は、年額57万円が最高額となり
ます。
　保険料の年額は10円未満切捨てとなります。
保険料の軽減措置
①均等割額の軽減
　所得の少ない人は、世帯の所得に応じて保険料の均等割額
が軽減されます。
　なお、軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の総所
得金額等（※）の合計額をもとに、次の基準により判定します。
　ただし、被保険者や世帯主が未申告であるなど、所得が不明
な人がいる場合は軽減を受けられませんので、必ず申告をし
てください。
※�65歳以上（1月1日時点）の人の公的年金所得については、公
的年金収入額から公的年金控除額を差引き、さらに15万円
（高齢者特別控除）を差引いた額を軽減判定の所得とします。

総所得金額等が下記の基準を超えない世帯 均等割額の軽減割合

イ）基礎控除額（33万円） 　　8.5割
※　� �9割

ロ）基礎控除額（33万円）＋27万円×被保険者の数 5割

ハ）基礎控除額（33万円）＋49万円×被保険者の数 2割

※上表の軽減基準額は平成29年度の基準です。
※�世帯の所得額の合計が33万円以下かつ被保険者全員の年
金収入が年額80万円以下（その他の各種所得がない）
②制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった人の保険料の特例
　制度加入の前日において被用者保険（協会けんぽ、健康保険
組合、共済組合など）の被扶養者であった人は、これまで保険
料を負担してこなかったことから、保険料が下記のとおり軽
減されます。

均等割額 所得割額 備　考

均等割額を
5割軽減した額 ※ 負担なし

「①均等割額の軽減」と重複した
場合は、有利な軽減額が優先さ
れます。

※被扶養者軽減は、資格取得から2年間適用になります。

●申請に必要なもの
□被保険者証
□人間ドック・脳ドックの受検費用の領収書
□振込先の金融機関の通帳
□印鑑（朱肉を使用するもの）
※�人間ドック・脳ドックの助成は検査機関に受検費用を支
払った日の属する年度内に申請してください。
保険料の額
　後期高齢者医療制度では、一人ひとりに保険料を納めてい
ただくことになります。
　保険料の額は、埼玉県後期高齢者医療広域連合で算定され、
埼玉県内均一の計算方法です。
　なお、保険料は2年ごと（偶数年度）に見直されることに
なっています。
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保険料の納め方
①特別徴収（年金から引き落とし）
納　期 年金受給月（全6回）
対　象 �国民年金・厚生年金などの老齢年金、障害年金、遺族

年金の年額が18万円以上で介護保険料と後期高齢
者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超
えない人

②普通徴収（納付書納付または口座振替）
納　期 7月から翌年2月の毎月末（全8回）
対　象 上記①に該当しない人
※納期限が休日にあたる時は、翌営業日となります。
●�納付書納付…後期高齢者医療保険料納入通知書により最寄
りの金融機関やコンビニエンスストアなどで納付をお願い
します。
●�口座振替…納期限日に指定の口座から振替させていただき
ます。
　納付には納め忘れのない口座振替が便利です。ご希望の人
は金融機関または保険年金課で手続してください。（取扱金融
機関や手続方法については、お問い合わせください。）
※ 世帯の状況などにより、年度の途中で納め方が変更となる
場合があります。
保険料の納付でお困りの場合は
　納付についての相談を随時受付ていますので高齢者医療担
当までご連絡ください。
後期高齢者医療保険料の納付方法を「年金引落し（特別徴収）」
から「口座振替」へ変更できます。
　後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収（年金から引
落し）となっている人について、申し出により納付方法を口座
振替に変更することができます。
　納付方法の変更を希望する人は、次により手続をしてくだ
さい。
　なお、特別徴収による納付で差しつかえない場合は、この手
続は不要です。
●市役所に持ってくるもの
□後期高齢者医療被保険者証　□通帳　□通帳の届出印

国民健康保険
保険年金課　国民健康保険担当

国保の目的
　国民健康保険（国保）は、私たちが病気やケガをしたとき安
心して医療を受けられるよう普段からお金（保険税）を出し合
い、みんなで支え合い経済的負担を軽くすることが目的です。
国保に加入するとき・やめるとき
こんなときは14日以内に保険年金課へ届出をしてください。

こんなとき 届け出に必要なもの

国
保
に
加
入
す
る
と
き

ほかの市区町村から転入してき
たとき

ほかの市区町村の転出
証明書、印鑑

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめ
た証明書、印鑑

職場の健康保険の被扶養者から
はずれたとき

被扶養者でない理由の
証明書、印鑑

子どもが生まれたとき 母子健康手帳、保険証、
印鑑

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印
鑑

外国籍の人が加入するとき 在留カード

国
保
を
や
め
る
と
き

ほかの市区町村に転出するとき 保険証、印鑑
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の保険

証（未交付の場合は加入
したことを証明するも
の）、保険証、印鑑

職場の健康保険の被扶養者に
なったとき

国保被保険者が死亡したとき 死亡を証明するもの、保
険証、印鑑

生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書、保
険証、印鑑

外国籍の人がやめるとき 在留カード、保険証

そ
の
他

市内で住所が変わったとき

保険証、印鑑世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になっ
たりしたとき
修学のため、別に住所を定める
とき

在学証明書、保険証、印
鑑

保険証をなくしたとき（あるい
は汚れて使えなくなったとき）

印鑑、（使えなくなった
保険証など）

※�届け出にはマイナンバーの記入が必要です。「個人番号カー
ド」または「通知カード」と本人確認書類をお持ちください。

農業交流センター
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一般（下記以外の人） 1食につき460円

住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ　※1

90日までの入院 1食につき210円
過去12か月で90日
を超える入院 1食につき160円

低所得者Ⅰ　※2 1食につき100円

　住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準
負担額減額認定証」の申請が入院するときに必要となります。
※1　 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の

人（低所得者Ⅰ以外の人）。
※2　 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税

で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所得は
控除額を80万円として計算）を差し引いたときに0円
となる人。

療養費について
　次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、そ
の後保険年金課へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除
いた額が払い戻されます。
① やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
② 医師の指示による治療上必要と認めた治療用装具（コル
セット、ギプス、義足など）を購入したとき
③ 医師の同意を得てはり・灸・マッサージなどの施術を受けた
とき
④ 骨折、脱臼、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の
施術を受けたとき
⑤海外で治療を受けたとき

所得区分 3回目まで 4回目以降

上
位
所
得
者

所得
901万円超 ア 25万2600円

＋医療費が84万2000円を超えた場合は、その超えた分の1％ 14万100円

所得
600万円超
901万円以下

イ 16万7400円
＋医療費が55万8000円を超えた場合は、その超えた分の1％   9万3000円

一
　
般

所得
210万円超
600万円以下

ウ   8万100円
＋医療費が26万7000円を超えた場合は、その超えた分の1％   4万4400円

所得
210万円以下 エ   5万7600円   4万4400円

住民税非課税世帯 オ   3万5400円   2万4600円
　所得とは保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得
金額等」のことです。
　所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
●同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
　 同じ世帯内で同じ月内に各医療機関に2万1000円以上の
自己負担額を、2回以上支払ったとき、それらを合算して限
度額を超えた分が支給されます。
●高額療養費の支給が4回以上あるとき
　 過去12か月に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以
上あったときは、上記の表の4回目以後の限度額を超えた
分が支給されます。
●計算にあたっての注意
　①月の1日から末日までで計算します。
　② 医療機関ごとに計算します（院外処方の薬代も該当する
場合があります）。

　③同じ医療機関でも、歯科は別計算になります。
　④同じ医療機関でも、外来と入院は別々に計算します。
　⑤差額ベッド代や入院時の食事代は対象外です。

国保の給付
① 病院にかかるときの自己負担割合（75歳になると「後期高

齢者医療制度」へ）
義務教育就学前 2割
義務教育就学後70歳未満 3割

70歳～75歳
未満

昭和19年4月1日以前生まれの人 特例措置に
より1割

昭和19年4月2日以降生まれの人 2割
現役並み所得者 3割

　病院にかかる時は、保険証、高齢受給者証（70歳以上75歳
未満）を提示してください。
②入院中の食事代の患者負担（標準負担額）
　入院中の食事代は標準負担額を自己負担し、残りは国保が
負担します。
●入院時の食事代（平成30年4月1日から）

⑥ 手術など輸血のための生血代（医師が必要と認めた場合で
第三者に限る）
⑦移送費
高額療養費について
　高額療養費は同一月内での自己負担額（保険診療分のみ）が
自己負担限度額を超えた場合に、申請して認められると、その
超えた金額が支給されるものです。
　なお、自己負担限度額は、年齢や所得によってそれぞれ異な
ります。
70歳未満の人
●自己負担限度額（月額）

市民農園
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所得区分 限度額
上位

所得者
所得901万円超 ア 212万円
所得600万円超901万円以下 イ 141万円

一般
所得210万円超600万円以下 ウ   67万円
所得210万円以下 エ   60万円

住民税非課税世帯 オ   34万円

所得区分 限度額
現役並み所得者   67万円
一　般   56万円
低所得者Ⅱ   31万円
低所得者Ⅰ   19万円

●70歳以上75歳未満の人

※ 低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、
限度額の適用方法が異なります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病について
　長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人
は、自己負担額が1医療機関につき、1か月1万円までとなりま
す。
　ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所
得者の自己負担額は、1か月2万円までとなります。
　「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国保の窓口で申
請してください。
①人工透析を必要とする慢性腎不全
②先天性血液凝固因子障害の一部
③血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症
出産育児一時金について
　国保加入者が出産された場合、出産育児一時金として一子
につき42万円を支給します。
　妊娠12週（85日）以降の死産、流産でも支給されます（医師
の証明書が必要）。
　海外での出産、出産する医療機関が産科医療補償制度に加
入していない場合、在胎週数22週に達しない日以前の出産は
40万4千円が限度となります。
　受給方法については、次のとおりです。

所得区分 外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

4回目
以降

現
役
並
み
所
得
者

課税所得
690万円以上

25万2600円
＋医療費が84万2000円を超えた場合は、その超えた分の1％ 14万100円

課税所得
380万円以上
690万円未満

16万7400円
＋医療費が55万8000円を超えた場合は、その超えた分の1％   9万3000円

課税所得
145万円以上
380万円未満

8万100円
＋医療費が26万7000円を超えた場合は、その超えた分の1％   4万4400円

一般 1万8000円
（年間14万4000円上限） 5万7600円   4万4400円

住
民
税

非
課
税

低所得者Ⅱ 8000円 2万4600円 －
低所得者Ⅰ 8000円 1万5000円 －

□ 現役並み所得…住民税の課税所得が145万円以上である
70歳以上の国保加入者がいる世帯
□一般…現役並み所得・住民税非課税の世帯以外の世帯
□住民税非課税（低Ⅱ）…世帯全員が住民税非課税世帯の世帯
□ 住民税非課税（低Ⅰ）…世帯全員が住民税非課税世帯で、か
つ、公的年金等控除を80万円として計算したとき、世帯全
員の所得が0円の世帯
□ 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれ
ぞれ2分の1となります。
●外来の場合
　 個人ごとに計算し、月の1日から末日までに、すべての医療
機関で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたと
き、超えた分が支給されます。
●入院の場合
　 入院の支払は、世帯全体で自己負担限度額までとなります。
●外来と入院がある場合
　 同じ世帯内において、外来と入院の支払がある場合は、外来
と入院の自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた分
が支給されます。
●計算にあたっての注意
　①月の1日から末日までで計算します。
　②医療機関の区別なく、合算して計算します。
　③ 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限

度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算
します。

　④差額ベッド代や入院時の食事代は対象外です。
70歳以上75歳未満と70歳未満の人が同じ世帯の場合
●計算にあたっての注意
　①70歳以上75歳未満の人の限度額を計算します。
　② 上記①に70歳未満の人の合算対象額21,000円以上の自
己負担額を加算し、70歳未満の限度額を適用します。

申請方法について
　高額療養費支給の対象になる世帯には、診療月からおおよ
そ3か月後に申請書を送付しますので、必要事項を記入のう
え領収書を持参して、保険年金課へ提出をしてください。
医療機関からの診療報酬明細書が月遅れで国保に届いた場合
は、申請書の発送が遅れることがありますので、あらかじめご
了承ください。
支給について
　申請書を受付した月の翌月（もしくは翌々月）下旬にご指定
の口座に振り込みます。
　支給日などをお知らせする通知を送付します。
　国保税に未納があるご世帯は、口座振込できない場合がご
ざいますので、あらかじめご了承ください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
　入院など高額な医療を受けるとき、保険証と「限度額適用認
定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機
関に提示することで、1か月ごとに1医療機関での窓口支払額
（保険診療分）が自己負担限度額となります。
　認定証の交付には、あらかじめ申請が必要になります。保険
証を持参のうえ、申請をしてください。（本人または同じ世帯
以外の人が手続をする場合は、委任状が必要となります。）
　国保税に未納がある世帯は、交付できません。
　認定証は、申請した日の属する月の1日から適用されます。
※ 70歳以上75歳未満の一般の人は、「高齢受給者証」の提示で
所得区分が確認できるため、認定証の交付申請は不要です。
高額医療・高額介護合算制度
　医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場
合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の
年額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請により
その超えた分が支給されます。
合算した場合の限度額（年額／8月～翌年7月）
●70歳未満の人

70歳以上75歳未満の人
●自己負担限度額（月額） 平成30年8月1日から
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医療
機関 検査料金 申請に必要なもの

指
定
医
療
機
関

3万5000円+消費税2800円
<内訳>
国保負担�2万円
自己負担�1万7800円（消費税込）
※�指定医療機関では脳ドックの
受検はできません。

保険証

そ
の
他
の
医
療
機
関

検査料は、全額窓口で支払ってい
ただき、領収書を添えて市役所に
申請してください。人間ドックま
たは脳ドックの検査料の2分の1
を補助します。ただし、補助限度
額は2万円で、検査料に対する消
費税は自己負担となります。

印鑑（スタンプ印不
可）、保険証、預（貯）
金通帳または補助
金振込先（銀行な
ど）の口座情報、領
収書、受検結果

医療機関名 所在地 電話番号
（049）

検査日
（毎週）

井上医院 鶴ヶ島市富士見2-29-1 287-0056 月～土曜日
浦田クリニック 鶴ヶ島市藤金878-3 279-5880 月～金曜日

大西内科 鶴ヶ島市五味ヶ谷305 271-6250 火・水・金・土曜日
関越病院 鶴ヶ島市脚折145-1 285-3161 金・土曜日
鶴ヶ島
池ノ台病院 鶴ヶ島市脚折1440-2 287-2288 月～土曜日

鶴ヶ島
在宅医療診療所 鶴ヶ島市高倉772-1 287-6519 月～金曜日

たわら
クリニック 鶴ヶ島市藤金650-1 279-2121 月・火・木・金・土曜日
伊利医院 坂戸市竹之内199 281-0431 水・土曜日
菅野病院 坂戸市関間1-1-17 284-3025 月～土曜日

坂戸中央病院 坂戸市南町30-8 283-0019 火・木・土・日曜日

坂戸内科医院 坂戸市薬師町15-6 284-6001 電話予約時に確認
シャローム
にっさい医院 坂戸市北峰306 280-7373 月曜日

早川医院 坂戸市中小坂899-5 282-1186 月～土曜日
松本内科・消化器
クリニック 坂戸市溝端町8-1 288-3150 月～土曜日

吉川クリニック 坂戸市薬師町1 282-5002 月・火・水・金・土曜日
若葉病院 坂戸市戸宮609 283-3633 月～土曜日

松本内科胃腸科 日高市田波目1 042-989-
3515

月・火・水・
金・土曜日

脳ドックの医療機関
　ご希望する脳ドック実施医療機関で受検後、その他の医療
機関で受検する場合と同様に申請してください。
保養施設宿泊費の助成
　国保加入者または後期高齢者医療制度加入者が、契約保養
施設に宿泊する際の宿泊費の一部を助成します。
助成額 ���1泊�大人2000円、子供（小学生以下）1000円� �

（年度内1泊まで）
※ご利用方法については担当までお問い合わせください。

①直接支払制度を利用する方法
　出産育児一時金の申請および受取を医療機関が直接に行う
制度です。
　国保が医療機関に出産育児一時金を直接支払うため、国保
加入者は退院時に医療機関の窓口で支払う金額がその分負担
せずに済みます。
※�この制度を利用するときは、あらかじめ医療機関での手続
が必要です。
②受取代理制度を利用する方法
　出産育児一時金の受取を出産する医療機関を代理人として
委任する制度です。
　国保が医療機関に出産育児一時金を直接支払うため、被保
険者は退院時に窓口で支払う金額がその分負担せずに済みま
す。
※�受取代理制度が利用できる医療機関は厚生労働省に登録され
た医療機関のみとなりますので、医療機関にご確認ください。
③直接支払制度または受取代理制度を利用し、差額がある場合
　直接支払制度または受取代理制度を利用した場合で出産費
用が満額未満のときは、その差額を支給しますので保険年金
課で手続をお願いします。
④直接支払制度または受取代理制度を利用しない方法
　被保険者が、医療機関に出産費用の全額をいったん支払いま
す。
　保険年金課で申請し、出産育児一時金を支給します。申請が
出産をした日の翌日から2年を経過すると時効となります。
葬祭費について
　国保に加入している人が亡くなったとき、申請により5万
円が葬祭を行った人に支給されます。申請が葬祭をした日の
翌日から2年を経過すると時効となります。
国保と交通事故などについて
　交通事故など第三者から傷病を受けた場合でも、国保でお
医者さんにかかることができます。医療費は加害者が全額負
担するのが原則のため、あとで国保が加害者に請求しますの
で、保険年金課に届出てください。
　加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりする
と国保が使えなくなりますので、示談の前に必ず保険年金課
にご相談ください。
人間ドック・脳ドックの検診費用の一部助成
　国民健康保険加入者の病気の予防と早期発見を目的とし
て、人間ドックまたは脳ドックの検査料の一部を助成してい
ます。
　助成回数は年度に1回で、人間ドックか脳ドックどちらか
一方の助成となります。
対象者 ��鶴ヶ島市の国保に加入し、受検当日30歳以上で国保

税に未納のない人
●申請に必要な書類

補助金の申請などの流れ
●指定医療機関で受検する場合
　人間ドックの受検前に申請が必要となります。
1．�保険年金課に人間ドック受検の申込みをします（電話申込
み可）。

2．資格を確認した後、受検票を発行します。
3．�指定医療機関に人間ドック受検日の予約をしてください。
　�※�予約時に必ず鶴ヶ島市国民健康保険の人間ドック受検

であることを伝えてください。
4．人間ドックを受検します。
　�※�医療機関に受検票を提出し、本人負担分1万7800円（消

費税込）をお支払いください。
5．�指定医療機関から市へ補助金の申請があり、市から医療機
関へ補助金を支払います。

●その他の医療機関で受検する場合
　人間ドックまたは脳ドックの受検後に申請となります。
1．�申請に必要なもの（保険証など）をそろえて、保険年金課の
窓口にお越しください。

2．�窓口にて補助金交付申請書と請求書兼領収書に記入等を
していただきます。

3．後日、ご指定の口座に振り込みます。
人間ドックの指定医療機関
　（平成29年度）
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