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問国保・年金課　賦課担当（２番窓口）☎948-6365

●国保料は６月に決定します
　毎年度の国保料（４月～翌年３月分）は、住
民税額が確定する６月に決定し、６月中旬に世
帯主宛に納入通知書などを送付します。４・５
月に加入者の世帯に異動（転入・転出・出生・
死亡・社保加入など）があった場合も、国保料
は６月に決定して、納付義務者に通知します。
※納付義務者は国保加入者が属している世帯の
世帯主（別の健康保険に加入している世帯主を
含む）です
※４・５月の納期はありません。例外として過
年度分の国保料がある場合は４月または５月に
納めていただくことがあります
※特別徴収（年金天引き）の人は、４月または
６月に納めていただく場合があります
●国保料の計算
　令和２年度の国保料は、加入者の人数と令和
元年中（平成31年１月１日から令和元年12月
31日まで）の総所得金額等によって計算します。
※青色申告による申告控除（青色申告特別控除）
は、その控除後の所得に対して所得割額を計算
します

※税法上の扶養控除や社会保険料控除、医療費
控除などの「各種所得控除」は、国保料の計算
では適用されず、基礎控除33万円のみ適用され
ます
※住民税と国保料では控除する項目が異なりま
す
●国保料の軽減割合が変わります
　国保料は、国の基準で世帯の所得に応じて均
等割・平等割の額が７割・５割・２割軽減され
る制度があります。
　本市では７割・５割の軽減世帯に独自に１割
を上乗せして８割・６割に軽減してきました
が、昨年度から都道府県を単位に新しい制度が
始まり、こうした市独自の軽減を続けることは
難しくなりました。令和２年度は８割→7.5割、
６割→5.5割に、令和３年度は7.5割→７割、5.5
割→５割に段階的に見直し、国の基準どおり７
割・５割・２割の軽減割合に変更します。
　このため、収入・所得が変わらない世帯でも
国保料が変更になる場合があります。国保・年
金課では４月から軽減割合の変更についての特
設相談窓口を設けますので、ご利用ください。

　給与所得（事業専従者給与などを含む）▶雑所
得（公的年金等所得、個人年金の受取など）▶事
業所得（営業・農業など）▶不動産所得▶配当所
得〈注釈〉▶短期譲渡所得、長期譲渡所得▶一時
所得（保険の満期返戻金など）▶分離課税の株式
等に係る譲渡所得〈注釈〉▶分離課税の先物取引
に係る雑所得▶山林所得など
●遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付な
どの非課税所得は含みません
●退職所得は一時金として受け取る場合には計
算対象に含みませんが、年金として受け取る場
合は雑所得に含まれます
●雑損失の繰越控除は適用されません

〈注釈〉
　上場株式等の配当所得および特定口座（源泉
徴収あり）による株式譲渡所得は、源泉徴収の
みで課税関係の手続きを終了することができま
す。この場合、国保料計算には譲渡所得や配当
所得を含みませんが、これらを含めて確定申告
をした場合は国保料計算の所得に含まれます。
　ただし、国保料は住民税の課税の取扱いに準
じるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所
得や上場株式等の配当所得などの所得が発生す
る場合であっても、住民税の課税方式として申
告不要制度を選択した場合は、国保料の計算対
象となる所得には含まれません。選択の期限を
含め、課税方式選択の詳細については市民税課
（☎948－6290）にお問い合わせください。

国保料のしくみ（抜粋） 昨年中に所得がなかった
人も国保の申告を

国保料の所得割額計算対象となる主な所得

国民健康保険 2020みんなで支え合う特集
　国民健康保険制度は、誰でもいつでも医療保険の適用が受けられる、社会
を守るための大切な仕組みです。健康な暮らしを望み、健やかな生活の達成
と維持のために、一人一人が助け合うことが大切です。誰もが安心して生活
でき、公平に支え合える仕組みの国民健康保険（以下、国保）を紹介します。

　令和２年度国保料は令和元（平成31）
年中の収入・所得に基づいて計算しま
す。令和元年中に収入・所得がなかった
人も「国民健康保険料所得申告書」を提
出してください。申告がない場合、正し
い国保料の計算ができないだけでなく、
限度額適用認定証などの交付時に、適正
な自己負担限度額が把握できない場合が
あります。
【申告場所】
国保・年金課（市役所別館３階２番窓
口）、支所、出張所
※郵送でも受け付けます

申
告
が
必
要
な
人

・�税務署や本市の市民税課で申
告していない人
・所得が全くなかった人
・�所得税や住民税がかからない
人
・�非課税所得のみの人（遺族年金
や障害年金、雇用保険の失業給
付など）
・�令和２年１月２日以降に本市
に転入した人、新規入国した
外国籍の人

申
告
が
必
要
な
い
人

・�税務署や本市の市民税課で申
告済みの人（令和２年１月２
日以降の転入者は除く）
・�勤務先で年末調整済みの人
（勤務先から給与支払報告書
が本市へ送付された人）
・�公的年金を受給していた人
（例えば、昨年中の収入が老
齢厚生年金のみの人は申告の
必要はありません）

・�令和２年１月１日現在、19歳
未満で昨年中の収入・所得が
なかった世帯員
（ただし、19歳未満でも世帯
主は申告が必要です）

　日本に住んでいる全ての人が公的な医療保険に
加入し、誰もが保険証を持って、医療機関で保険
診療を受けることができるように法律で定められ
ています。
　会社を退職し、会社の保険の資格がなくなれば、
国保に加入することになりますが、加入には届け
出が必要です。
※国保への加入では、健康保険（以下、健保）など
の資格を喪失した日が取得日となり、最大２年間
までさかのぼります

【こんなときは原則14日以内に、国保・年金課または各支所で届け出を】
こんなときは 必要なもの

国
保
に
入
る

他の健保喪失 印鑑、健保の喪失証明書
転入 印鑑（転入届け出後）
生活保護廃止決定 印鑑、生活保護廃止決定通知書
出生 印鑑、保険証、母子手帳（出生届け出後）

国
保
を
や
め
る

他の健保加入 国保と健保の保険証
転出 保険証（転出届け出後）
生活保護開始決定時 保険証、生活保護開始決定通知書
死亡 印鑑、保険証（死亡届け出後）

そ
の
他

住所、世帯主、氏名など変更 印鑑、保険証（住民異動届け出後）
保険証紛失など 印鑑、運転免許証・パスポート・個人番号カードなど本人確認ができるもの
子どもの修学 印鑑、保険証、在学証明書（転出届け出後）

※上記全ての届け出で、世帯主のマイナンバーと窓口に来られる人の本人確認が必要になります

どういう人が加入するの？
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●特定健康診査とは？
　生活習慣病を早期に発見するための健診です。
　国保に加入している40～ 74歳の人に、5月下旬に「特定健康診査
受診券」をお送りします。通常1万円相当の健診が無料で受けられます。
※通院中の人も利用できます

検査項目
計測・診察など 身体計測（身長、体重、腹囲）、血圧測定、心電図、医師の診察

血液検査
血中脂質（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール）
肝機能（AST、ALT、γ-GT）、血糖（ヘモグロビンA1c、血糖値）、尿酸
貧血、腎機能（クレアチニン）

尿検査 尿糖、尿たんぱく、尿潜血

●年度に1回必ず受けましょう
　今年度の受診券（オレンジ色）の有効期限は令和２年３月31日です。
　まだ受診していない人は、早めに利用してください。

　詳しい受診方法は、受診券送付時に同封の「健診のしおり」を確認
してください。

●生活習慣病は医療費の約４割
　生活習慣病の初期には自覚症
状がない場合が多いため、症状
が現れたときにはすでに病気が
進行していることがあります。
健診を受けると、目に見えず感
じにくい体の状態が分かります。
　早めに受診して食事・運動に
気を付け、重症化しないように
すれば、かかる医療費が少なく
て済みます。

●特定保健指導を受けましょう
　特定健診を受けた人は、結果
に応じて専門職（保健師・管理
栄養士など）からライフスタイ
ルに合わせた生活習慣改善のア
ドバイスが受けられます。ぜひ
利用しましょう。 　本市では、国保加入者の健康の保持・増進を目的として、「はり」

「きゅう」施術料の一部を助成しています。

●助成を受けることができる人
　　本市の国民健康保険に加入している人
●助成の内容
　�　本市が指定するはり灸治療院で受ける「はり」・「きゅう」の施術
１回につき1,000円（上限月８回）を助成します。
　▶対象
　　・末梢神経疾患および運動器疾患に対する施術
　※対象外の施術
　　・�健康保険の療養費の対象となる施術（医師の同意を得て治療を

目的に行われるもの）
　　・あんま、マッサージの施術料
●助成の受け方
　①�施術を受ける治療院が本市の指定はり灸治療院であるかを確認
　②治療院では国民健康保険証を提示
　③�施術料から助成額1,000円を差し引きして治療院に支払い

　医療機関で処方される薬には、先発医薬品（新薬）と後発医薬品
（ジェネリック医薬品）があります。ジェネリック医薬品は、新薬の
特許が切れた後に販売され、先発医薬品と同じ有効成分・効能・効
果を持った低価格な薬です。
●ジェネリック医薬品を希望するときは
　まず医師・薬剤師に相談しましょう。全ての医薬品にジェネリック
があるわけではなく、変更が妥当でないと医師が判断しているときや
流通・在庫状態によっては変更することができない場合もあります。
希望するときは「ジェネリック医薬品希望カード」（国保・年金課、支
所にあり）を提示して意思を伝えることもできます。

　医療機関の窓口で保険証を提示し、自己負担額を支
払うことで、残りの医療費は国保が負担します。なお、
交通事故など相手がいるけがなどで医療機関を受診す
る場合は、国保への届出が必要です。

【国保で受けられる主な給付】	

医療費が高
くなったら

　１カ月（１日から月末まで）の医療費の自己負担額が一定の限度
額を超えた場合、申請により高額療養費を支給します。なお、限
度額は年齢や所得によって異なります。該当世帯には後日、申請
書を郵送します。
　また、医療費が高額になる場合は、あらかじめ限度額適用認定
証の交付を受け、医療機関に提示することで自己負担額を限度額
におさえられます。非課税世帯の人は、入院時の食事代（標準負担
額）が減額されます。なお、年齢や所得によって証を申請する必要
のない場合があります。

子どもが
生まれたら

　加入者が出産した場合、出産育児一時金（産科医療補償制度加入
の場合は42万円）の給付を受けられます。医療機関で直接支払制度
を申し込まれた場合は、出産費用が出産育児一時金を下回った場
合、申請により差額を支給します。

死亡したら 　加入者が死亡した場合、葬儀執行人からの申請により葬祭費
（２万円）を支給します。

特定健診は受けましたか？

生活習慣病を予防しよう！

もっと知ってほしい、ジェネリック医薬品

こんなとき給付を受けられます

はり・きゅう施術料の一部を助成します

問国保・年金課　保健事業担当（６番窓口）☎948-6375

問国保・年金課　給付担当（５番窓口）☎948‒6361

問国保・年金課　総務担当☎948‒6376

問国保・年金課　保健事業担当（6番窓口）☎948-6375

国民健康保険 2020みんなで支え合う特集

問健康づくり推進課☎911-1819

（KDBシステム令和元年７月データを集計）

１人あたりの医療費比較

健診受診者

健診を受けている人とそうでない人とでは、
医療費が約 1.8 倍違います！

健診未受診者

1.8 倍

　職場の健康保険に加入している場合、
国保をやめる手続きが必要です。
●手続きが遅れると？
　保険料を二重に支払うことにもなり
かねません。
※国保をやめる届出が遅れた場合には、
納付した国保料を還付できなくなるこ
とがありますので注意してください

職場の健康保険に加入していませんか？

問国保・年金課　資格担当（３番窓口）☎948-6363

（KDBシステム平成30年度〈累計〉データを集計）

生活習慣病
（がん）
15.9%

医療費の内訳

その他
45.7％

筋・骨格 10.0％
精神 8.3％

生活習慣病
（がん以外）
20.1％


