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国民健康保険・国民年金

　国民健康保険は、勤務先の健康保険や共済組合などに加入
していない、日本国内に住所のあるすべての方が加入しなけ
ればなりません。（後期高齢者医療制度該当者を除く）
　また、外国人の方でおおむね３か月以上日本国内に滞在す
る方についても国民健康保険の適用対象となります（勤務先
の健康保険や共済組合などに加入している方を除く）。

■各種手続き
　次のようなときは、14日以内に手続きが必要です。

　手続きが必要なとき 手続きに必要なもの

他の市町村から転入したとき 印鑑

勤務先の健康保険をやめたとき
印鑑
健康保険退職・離職証明書

生活保護を受けなくなったとき
印鑑
生活保護廃止証明書

子どもが生まれたとき 印鑑

転出するとき 印鑑・保険証

勤務先の健康保険に入ったとき 印鑑・両方の保険証

生活保護を受けるとき
印鑑・保険証
生活保護開始決定通知書

死亡したとき 印鑑・保険証

住所・世帯主が変わったとき 印鑑・保険証

退職者医療保険制度に該当したとき
または該当しなくなったとき

印鑑・保険証
年金証書

修学のため、子どもが他の市町村に
住所を定めるとき

印鑑・保険証
在学証明書

保険証を紛失したとき 印鑑・身分を証明するもの

 国民健康保険

■国民健康保険で受けられる給付例
種類 給付の内容

療養の給付
　病院などの窓口に保険証を提示すれば、保険診
療分の医療費の一部負担金を支払うだけで、残りは
国民健康保険で負担します。

療養費の支給
　補装具代などの療養費は、いったん全額を支払
い、申請により、後日保険給付分の払い戻しが受
けられます。

出産育児一時金
　国民健康保険の被保険者が出産したときは、一時
金が支給されます。

葬祭費
　国民健康保険の被保険者が死亡したときは、申請
により葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

高額療養費

　国民健康保険に加入している方が医療機関でか
かった医療費の自己負担額には、月額で限度額が設
定されており、医療費の自己負担額が高額になって
限度額を超えた場合は、申請して認められると超え
た分が後から支給されます。

高額介護合算
療養費

　医療費が高額になった世帯に、介護保険の利用者
がいて、医療費と介護サービス費の両方の自己負担
額が高額になった場合は、決められた限度額を超え
た分が後から支給される「高額医療・高額介護合算
制度」があり、さらに自己負担が軽減されます。

人間ドックの助成
　国民健康保険に加入している30歳以上で国民健
康保険税を完納し、該当する年度に住民健診・ミニ
ドックを受診していない方に助成します。

■70歳以上の方の医療
　70歳になった翌月（１日生まれの方は生まれた月から）
に、窓口負担割合が記載された国民健康保険高齢受給者証
が交付されます。
　75歳の誕生日から後期高齢者医療制度で医療を受けられ
ます。
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 国民健康保険税

国民健康保険・国民年金

国
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険
・
国
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■国民健康保険税
　・国民健康保険に加入している世帯の世帯主に課税されます。
　・�国民健康保険は、加入者が納める国保税と国、県、市の補助金などで賄われています。誰もが安心して利用できるよう、
国保税は必ず納めてください。

　・年齢によって国保税は異なります。

納期月に関しては市税（Ｐ47）をご覧ください。

●�国民健康保険税
●�国民年金
●�後期高齢者医療制度

　20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなり
ません。

■国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。
区分 加入者 手続き 保険料の納入方法

第1号被
保険者

自営業・農業・
学生・アルバ
イト・無職の
方など

加入者自身が市役
所で行ってくださ
い

加入者自身が納めます

第2号被
保険者

会社員・公務
員など

勤務先の事業所が
行います

勤務先の厚生年金などの
年金制度により厚生年金
保険料（共済組合の掛金）
として給料から納めます

第3号被
保険者

第２号被保険
者に扶養され
ている配偶者

扶養している方の
勤務先の事業所が
行います

扶養している方の加入年
金制度により納めます

■任意加入被保険者（希望すれば加入できる方）
　・60歳以上65歳未満の方
　・海外在住の日本人（20歳以上65歳未満）
　・60歳未満の退職年金や老齢年金の受給者

 国民年金

■主な届け出
　次のようなときは届け出が必要です。手続きによって必
要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合
わせください。
　・会社員や共済組合でなくなったとき
　・共済組合に加入したとき
　・住所や氏名が変わったとき
　・サラリーマンの扶養でなくなったとき
　・年金を受給している人が死亡したとき
　・�年金を受給している人の住所や年金受給金融機関が変
わるとき

　・国民年金を請求するとき

■保険料
　保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっ
ています。
　・平成27年度定額保険料　月額�1万5,590円
　・平成27年度付加保険料　月額�400円
　　　（第1号被保険者の方で、希望される方）
　※�国民年金基金に加入している方は、付加保険料は納め
られません。

　※�保険料には「免除制度」「学生納付特例制度」があります。
　詳しくは担当課までお問い合わせください。

国保年金課　☎0296-75-3125（直通）問い合わせ先

国保年金課　☎0296-75-3125（直通）問い合わせ先

40歳以上の65歳未満の方

※�40歳になったとき（40歳の誕生日の前日の
属する月）から介護保険分を合わせて納め
ます。

65歳以上の75歳未満の方

※�医療保険分と後期高齢者支援金分を国保税
として納め、介護保険料は別に納めます。

40歳未満の方

介護保険分後期高齢者
支援金分医療保険分

国保税

後期高齢者
支援金分医療保険分 介護保険分

国保税

後期高齢者
支援金分医療保険分

国保税
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■対象となる方
　・75歳以上の方
　・�65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、制度に加入
する方

　※申請により認定を受けると制度に加入できます。
　※�後期高齢者医療制度の加入は、医療福祉費（マル福）

受給資格の認定を受けるために必要となります。

■被保険者証
　・後期高齢者医療制度の保険証は、1人1枚交付されます。
　・保険証は、毎年７月中旬頃に郵送します。

■所得区分
　(1)現役並み所得者
　�　同一世帯の被保険者の所得と収入により判定されます。
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる方
　�　（ただし、収入が高齢者2人以上の世帯で520万円、1人の
世帯で383万円未満の場合、「一般」になります。（要申請））
　(2)一般
　�　現役並み所得者、低所得Ⅱ、Ⅰ以外の方
　(3)低所得Ⅱ
　�　世帯全員が住民税非課税の方
　(4)低所得Ⅰ
　�　世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定の基準
以下の方

■保険料
　・保険料は、個人ごとに算定されます。
　・�保険料は、年金から天引き（特別徴収）、または納付書

で納めます（普通徴収）
　・�年金天引き、または納付書での納付を口座振替に変更

できます。（申し込みが必要です。）

 後期高齢者医療制度

■医療費が高額になったとき
　同月内の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場
合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給
されます。

自己負担限度額（月額）

負担割合 外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

現役並み
所得者 ３割 4万4,400円

8万100円＋
（医療費ー 26万7千円）×1%
※4回目以降4万4,400円

一般
１割

1万2千円 4万4,400円
低所得Ⅱ

8千円
2万4,600円

低所得Ⅰ 1万5千円

■特定疾病
　人工透析が必要な慢性腎不全の方などは、申請により自
己負担限度額が月1万円となります。

■健康診査
　市では疾病の予防や早期発見・早期治療による高齢者の
健康増進を図るため、被保険者を対象として、健康診査を
実施します。

■その他
　・�その他、コルセットなどの治療用装具に要した費用、

高額介護合算療養費、葬祭費などの給付があります。
　・�交通事故などで保険証を使用するときには、ご相談く

ださい。
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　医療福祉費支給制度（マル福）は、小児、妊産婦、ひとり親世帯の親子および重度心身障害者の医療費負担を軽減し、安心して
医療を受けられるようにするための制度です。
　桜川市では、必要な医療をより安心して受けられるよう、医療福祉費支給制度（マル福）の茨城県の所得制限を超えている世帯
についても、小児、妊産婦、ひとり親世帯の親子および重度心身障害者の方に市独自の助成を実施しています。
　また、妊産婦の方が産科・婦人科以外の診療科に受診された場合にも助成を行っています。

受給者証の区分
（受給者証の色） 対象者 申請に必要なもの マル福を利用したときの自己負担金

小児
（白地に黄色）

小学校６年生までの小児
（入院・外来）
中学生（入院のみ）

医療福祉の助成を受ける方
の保険証　　
印鑑（スタンプ印不可） 茨城県内の医療機関で受けた保険診療については、次の

自己負担金をお支払いください。
外来：�ひとつの病院につき１日600円まで
　　　�ひと月２回まで負担。同じ病院に３回以上行った場

合、３回目以降について自己負担金はありません。
入院：�ひとつの病院につき１日300円まで
　　　ひと月の上限は10日　3千円
調剤：自己負担金はありません。

妊産婦
（白色）

母子手帳を交付されている
妊産婦

母子手帳
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

母子・父子
（ピンク色）

母子家庭・父子家庭
（一番下の子が高校３年生の年度
末まで）

戸籍謄本
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

重度
心身障害者
（ピンク色）

身体障害者手帳１・２級および
内部障害３級の方
療育手帳マルA、A判定の方
障害年金１級受給者 障がいを証するもの

（身体障害者手帳、療育手
帳、障害年金証書）
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

茨城県内の医療機関で受けた保険診療および調剤につい
ては、自己負担金はありません。

高齢重度
心身障害者
（ピンク色）

身体障害者手帳１・２級および
内部障害３級の方
療育手帳マルA、A判定の方
障害年金１級受給者
65歳以上75歳未満の方で、後期
高齢者医療保険に加入している
方および75歳以上の方

小児支援
（黄色）

（県所得基準超過世帯）
０歳から中学３年生まで
（県の所得基準内世帯）
中学生（外来のみ）

医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

茨城県内の医療機関で受けた保険診療については、次の
自己負担金をお支払いください。
外来：�ひとつの病院につき１日600円まで
　　　�ひと月２回まで負担。同じ病院に３回以上行った

場合、３回目以降について自己負担金はありません
入院：�ひとつの病院につき１日300円まで
　　　�ひと月の上限は10日　3,000円
調剤：自己負担金はありません

ひとり親特例
（黄色）

（県所得基準超過世帯）
・母子家庭の親子
・父子家庭の親子
（一番下の子が高校３年生の年度
末まで）

戸籍謄本
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

 医療費助成（マル福）

国民健康保険・国民年金
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受給者証の区分
（受給者証の色） 対象者 申請に必要なもの マル福を利用したときの自己負担金

障害特例
（黄色）

（県所得基準超過世帯）
・�身体障害者手帳１，２級および
内部障害３級の方

・療育手帳マルA、A判定の方
・障害年金１級受給者の方

障がいを証するもの
（身体障害者手帳、療育手
帳、障害年金証書）
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

茨城県内の医療機関で受けた保険診療および調剤につい
ては、自己負担金はありません。

妊産婦特例
（黄色）

（県所得基準超過世帯）
母子手帳が交付されている妊産婦

母子手帳
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

茨城県内の医療機関において受診された際は、医療機関窓
口で保険負担割合を支払い、後日、必要書類を市役所にお
持ちください。
保険診療分について医療福祉の自己負担分を除いて、払い
戻しします。

妊産婦支援
（緑色）

（県の所得基準内世帯）
白色の妊産婦マル福受給者証が
交付されている妊産婦

母子手帳
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

茨城県内の産科・婦人科以外を受診された際は、医療機関
窓口で保険負担割合を支払い、後日、必要書類を市役所に
お持ちください。
保険診療分について医療福祉の自己負担分を除いて、払い
戻しします。
産科・婦人科については、白色のマル福受給者証をご使用
ください。

※保険外費用は、全額自己負担です。
※医療福祉費支給制度（マル福）は、県外の医療機関では使用できません。
　県外で受診された場合は、受診医療機関窓口で保険負担割合を支払い、その領収書、印鑑（スタンプ印不可）、振込先を確認できるもの
（預金通帳など）を国保年金課、真壁庁舎総合窓口課、大和総合窓口課のいずれかにお持ちください。
　後日、保険診療分について、医療福祉（マル福）の自己負担金を除き指定口座に振込みます。
※妊産婦特例の方・・�払戻申請に必要な書類は、医療機関などから発行された領収書、マル福受給者証、振込先の確認できるもの、印鑑（ス

タンプ印は不可）となります。
※妊産婦支援の方・・�払戻申請に必要な書類は、医療機関などの証明がされている支給申請書（緑色のA４版）、医療機関などから発行さ

れた領収書、マル福受給者証、振込先の確認できるもの、印鑑（スタンプ印不可）となります。
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