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国民健康保険の加入
　すべての国民は何らかの健康保険に加入する義務が
あります。社会保険などに加入している方、後期高齢者
医療制度に加入している方、または生活保護を受けて
いる方以外は国民健康保険（国保）に加入しなければな
りません。社会保険などを脱退したり、生活保護が廃止
になった場合には、国保の加入の手続きをしてくださ
い。手続きが遅れると、保険税をさかのぼって納めなけ
ればなりません。

国民健康保険税
　税額は、基礎課税額（医療分）の所得割額、均等割額の
合算額と、後期高齢者支援金等課税額（支援金分）の所
得割額、均等割額の合算額、介護納付金課税額（介護分）
の所得割額、均等割額の合算額の合計額が課税されま
す。納付方法は、口座振替や現金での納付による普通徴
収と、年金からの天引きによる特別徴収があります。
※ 介護納付金課税額（介護分）については40歳以上65
歳未満の方のみ ※1　 昭和19年4月1日以前生まれの方の自己負担は1

割または3割です。

 ◎は届出が必要です。
こんな場合 受けられる給付

　病気やけがをしたとき かかった医療費の7割（自己負
担3割）。未就学児は8割（自己負
担2割）、70歳～74歳は8割ま
たは7割（自己負担2割または3
割）※1　歯の治療を受けたとき

◎�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 いったん全額自己負担となり

ますが、申請により、かかった
費用について国保が審査して、
自己負担分を除いた額が後で
支給されます。

◎�あんま・はり・マッサージ
などの施術を受けたとき
◎�輸血のための生血代やコ
ルセットなどの補装具代

◎入院時食事療養費 住民税非課税世帯の食事代を
減額

◎子どもが生まれたとき 出産育児一時金（原則、医療機
関などに直接払い）

◎被保険者が死亡したとき 葬祭費（支給額5万円）

国民健康保険で受けられる給付

　次のような場合は、保険証が使えませんのでご注意
ください。
・けんか、泥酔などによるけがや病気
・故意の事故や犯罪によるけがや病気
・医師や国保保険者の指示に従わなかったとき

第三者行為
　交通事故など第三者の行為でけがをした場合でも、
国保で医療機関にかかることができます。ただし、その
際には必ず国保に届け出をしてください。
（ご注意）示談の前に相談を…
　国保へ届け出る前に示談が成立していたり相手側か
ら治療費を受け取っていたりすると、国保では治療が
受けられませんのでご注意ください。

その他の第三者行為（国保に届け出てください）
・スキー・スノーボードなどの衝突・接触事故
・他人の動物にかまれた
・工事現場からの落下物などによるけが　など

他の保険が使えるとき
・ 業務上（仕事、通勤途上）の病気やけが→労災保険の対
象になります。
・以前勤めていた職場の保険が使えるとき

国保（保険証）が使えないとき　限度額適用認定証を医療機関に提示することで、医
療機関窓口での医療費の支払いが自己負担限度額まで
となります。

申請に必要なもの
・ 限度額適用認定証（限度額適用・標準負担額減額認定
証）を利用する方の保険証
・申請者の身分を証明できるもの（運転免許証等）
・印鑑（認印）
・個人番号のわかるもの
・ 転入された方は、課税（非課税）証明書が必要になる場
合がありますので、事前にお問い合わせください。
※ 申請をした月の初日から限度額が適用されます。（前
月以前にさかのぼっての適用はできません。）
※ 原則として国民健康保険税を滞納していると交付さ
れません。
　また、住民税非課税世帯の方ついては、入院時の食事
代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を交付します。
　詳しい内容はお問い合わせください。

限度額適用認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）
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　日の出町がん医療費助成制度は、「がん」治療にかか
る保険医療機関で支払った医療費の保険診療自己負担
額を助成する制度です。
　（助成対象外・・・保険外診療費、入院時の食事代、生活
療養費、文書料など）

医療費助成対象要件（全てを満たしている方）
・18歳に達した日以後の最初の4月1日から70歳未満の方
・ 日の出町に引き続き3年以上居住し、居住実態のある方
・生活保護法による保護を受けていない方
・がん治療を要すると医師が認めた方
・ 過去2年間に町税などに滞納がない方 
（平成30年4月より適用）
・介護保険法による当町の被保険者の方

「認定証」の交付を受ける際にお持ちいただくもの
①日の出町指定疾病医療費助成認定証交付申請書
② 自己負担限度額が確認できる書類及び同意書
　　※日の出町国民健康保険に加入の方は不要
③がん治療を要する医師の証明書
④ 申請者が代理人の場合は、本人との関係がわかる書類
　※同居していて、役場で確認が取れる場合は不要
⑤加入している健康保険証
⑥印鑑
※ 詳細については、町ホームページをご覧いただくか、
ご連絡ください。

※ 届け出には、上記の他に申請者の本人確認ができるもの（運転免許証等の官公署が発行した写真付き証明書）、個人
番号のわかるもの、認印が必要です。

こんな場合 届け出に必要なもの
国
民
健
康
保
険
に

加
入
す
る
と
き

他の市区町村から転入してきたとき －
他の健康保険をやめたとき 他の健康保険をやめた証明書
他の健康保険の被扶養者から、はずれたとき 被扶養者からはずれた証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止（停止）決定通知書
子どもが生まれたとき 母親の保険証・医療機関との直接払契約書または領収書

国
民
健
康
保
険
を

や
め
る
と
き

他の市区町村に転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき・その被扶養者になった
とき

国民健康保険と他の健康保険証
（後者が未交付のときは加入したことを証明するもの）

生活保護を受けることになったとき 保険証・保護開始決定通知書

死亡したとき 保険証・葬祭執行者（喪主）名義の通帳・印鑑・会葬礼状（葬祭の領収
書または請求書でも可）

そ
の
他

住所、世帯主、氏名が変わったとき 世帯全員の保険証
世帯を分けたり、一緒にしたりしたとき 世帯全員の保険証
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき （汚れて使えなくなった保険証）
修学のため、子どもが他の市区町村に転出するとき 保険証・在学証明書

こんなときは14日以内に届け出を！

町民課�保険年金係　☎042（597）0511  284　��日の出町がん医療費助成制度　��

日の出町独自の医療費助成制度 � 町民課�保険年金係　
284
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　同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額
を超えた場合は、限度額を超えた分が払い戻されます。

高額療養費

　保険料額は被保険者全員が等しく負担する均等割額
と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合算で
算定されます。納付方法は年金天引きによる特別徴収
または口座振替や納付書払いによる普通徴収です。

保険料について

　住民税非課税世帯の方は、通院・入院の際に自己負担
限度額・標準負担額が減額される制度があります。町民
課後期高齢者医療係へお問い合わせください。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

 ◎は届け出が必要です。
こんな場合 受けられる給付

病気やけがをしたとき かかった医療費の9割（自己
負担額1割）または7割（自己
負担額3割）歯の治療を受けたとき

◎�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 いったん全額自己負担とな

りますが、申請により、審査
し、決定した額の9割または
7割が後で支給されます。

◎�あんま・はり・マッサージ
などの施術を受けたとき
◎�輸血のための生血代やコ
ルセットなどの補装具代

◎入院時食事療養費 住民税非課税世帯の食事代
を減額

◎�被保険者が亡くなられた
とき 葬祭費（支給額5万円）

後期高齢者医療で受けられる給付等

後期高齢者医療制度 � 町民課�後期高齢者医療係　
287~289

　75歳になると今まで加入していた国民健康保険、健
康保険組合、共済組合等を脱退して、後期高齢者医療制
度に加入します。65歳から74歳までの方で一定の障害
があり、後期高齢者広域連合の認定を受けた方も、後期
高齢者医療制度に加入することができます。
　医療機関などにかかるときは、後期高齢者医療被保
険者証を提示し、かかった医療費の一部（1割。ただし、
現役並み所得者は3割）を負担していただきます。

後期高齢者医療制度

　この制度は都道府県単位で設置されている広域連合
（日の出町は東京都後期高齢者医療広域連合に属する）
が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医
療を受けた時の給付などを行います。日の出町では、保
険料の徴収、各種申請・届出の受付、保険証の引き渡し
などの業務を行っています。

運営について
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　日の出町高齢者医療費助成制度は、日の出町に引き
続き3年以上お住まいの75歳以上の方が保険医療機関
に支払った医療費自己負担額（原則1割、現役並みの所
得者は3割）を助成する制度です。
　（助成対象外・・・保険外診療費、入院時の食事代、生活
療養費、文書料など）

医療費助成対象要件（全てを満たしている方）
・日の出町に引き続き3年以上居住し、居住実態のある方
・75歳以上の方
・東京都「後期高齢者医療被保険者証」をお持ちの方
・介護保険法による当町の被保険者の方
・生活保護法による保護を受けていない方
・ 過去2年間に町税等に滞納がない方（平成30年11月よ
り適用）

認定証の交付申請方法
　対象要件を満たしている方には、申請書を郵送しま
す。
　申請書に必要事項をご記入の上、関係書類を添えて
後期高齢者医療係へ提出してください。
※ 対象の方には、後日「日の出町高齢者医療証」を郵送
いたします。

医療費助成申請を行う際にお持ちいただくもの
①日の出町高齢者医療証
②印鑑
③保険医療機関の領収書
④通帳（初回申請時のみ必要です）

町民課�後期高齢者医療係　☎042（597）0511 �287~289　��日の出町高齢者医療費助成制度　��

　日の出町元気で健康に長生き医療費助成制度は、日の出町に引き続き3年以上お住いの70歳から74歳までの方が
保険医療機関に支払った医療費で、1カ月単位にまとめた保険該当の自己負担額（1割～3割）に対し、控除額2,000円
を差し引いた額を助成する制度です。（助成対象外・・・保険外診療費、入院時の食事代、生活療養費、文書料など）

助成対象要件
・日の出町に引き続き3年以上居住し、居住実態のある方
・70歳から74歳までの方
・ 生活保護法による保護を受けていない方
・介護保険法による当町の被保険者の方
・過去2年間に町税などに滞納がない方（H29・8～）

認定証の交付申請方法
　対象要件を満たしている方には、申請書を郵送します。申請書に必要事項をご記入の上、関係書類を添えて後期高
齢者医療係へ提出してください。
※ 対象の方には、後日「元気で健康に長生き医療費助成受給者証」を郵送いたします。

医療費助成申請を行う際にお持ちいただくもの
①元気で健康に長生き医療費助成受給者証
②印鑑
③保険医療機関の領収書
④通帳（初回申請時のみ必要です）

　日の出町元気で健康に長生き医療費助成制度　日の出町元気で健康に長生き医療費助成制度　日の出町元気で健康に長生き医療費助成制度

認定証の
交付申請

審査後
「認定証」の交付
（郵　　送）

医療費助成
申　　請

計算確定後、
指定口座へ振込

医療費助成支給の流れ

（注意）
　高額療養費に該当する場合、診療月の概ね4カ月後に計算が確定するため、支給はその後になります。

日の出町独自の高齢者医療費助成制度 � 町民課�後期高齢者医療係　
287~289
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国民年金 町民課�保険年金係　
284

国民年金制度のしくみ

　原則65歳になったときに「老齢基礎年金」を受給す
ることができます。また、加入者が事故や病気で障害を
負ったときは「障害基礎年金」が、死亡したときは「遺族
基礎年金」が支給されることがあります。それぞれに受
給要件があるため、詳しくはお問い合わせください。

保険料を納めると

　日本国内に住所を設定している自営業者、自由業者、
学生や無職などの方
手続き　年金事務所・役場町民課 保険年金係
※保険料は、自分で納付します。

第1号被保険者

　厚生年金の被保険者本人、共済組合の組合員本人
手続き　勤務先

第2号被保険者

　厚生年金の加入者に扶養されている配偶者、共済組
合の組合員に扶養されている配偶者※
手続き　 配偶者の勤務先もしくは配偶者の勤務先の所

在地を管轄する年金事務所
※ 厚生年金や共済年金に加入している方の配偶者の保
険料は、厚生年金や共済年金が制度全体として負担
する仕組みになっているため、納付は不要です。

第3号被保険者

　日本国内に住所があり、厚生年金や共済年金に加入
していない20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に
加入しなければなりません。職業に関係なく20歳から
60歳になるまでの働く世代全員が保険料を納めていた
だき、受給権者の年金を支えていく仕組みです。

国民年金被保険者の種類

　第1号被保険者の方の納付方法は、納付書・口座振替・
クレジット払いなどがあります。
　現年度分をまとめて前納していただくと割引きがあ
ります。また、年金額を増やしたい方は、付加保険料（1
カ月定額保険料+400円）をご希望により納付すること
ができます。

保険料を納めることが困難な場合は…
　学生の方は「学生納付特例制度」、学生でない方は「免
除・納付猶予制度」を申請することができます。承認さ
れると、いずれの制度も承認期間を受給資格期間に換
算することができます（一部免除で承認された場合は
その残りの保険料の納付が必要です）。保険料は未納に
せず、保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。

会社などを退職したとき…
　第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが
必要です。

配偶者の扶養からはずれたとき…
　第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが
必要です。

問い合わせ
●町民課 保険年金係
　☎042-597-0511（内284）
●日本年金機構青梅年金事務所
　☎0428-30-3410

保険料の納付方法

　国民年金、国保についてのガイドブックも発行して
います。
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