
　国民健康保険（国保）は、病気やけがをしたときに少ない負担で医療が受けられるよう、加入者が保険税を出し
合って支え合う公的医療保険制度です。職場の健康保険など他の医療保険に加入の方、生活保護を受けている方
などを除き、市に住所を置いている方は全て国保に加入しなければなりません。
　下記の場合、14日以内に届出が必要です。加入届が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただく他、その
間、保険診療が受けられないこともあります。
○こんなときは、14日以内に手続きをしましょう。

こんなときには 手続きに必要なもの

国
保
に

加
入
す
る
場
合

豊岡市に転入したとき 印鑑
職場の健康保険をやめたとき 印鑑・職場の健康保険をやめた証明書
健康保険の扶養家族でなくなったとき 印鑑・職場の健康保険をやめた証明書
生活保護を受けなくなったとき 印鑑・保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 印鑑・親の保険証
外国籍の人が加入するとき 在留カード

国
保
を

や
め
る
場
合

豊岡市から転出するとき 印鑑・保険証
職場の健康保険に入ったとき 印鑑・国保および健康保険の保険証
健康保険の扶養家族になったとき 印鑑・国保および健康保険の保険証
生活保護を受けるようになったとき 印鑑・保険証・保護開始決定通知書
死亡したとき 印鑑・保険証・死亡を証明するもの

そ
の
他

住所・世帯主・氏名・世帯などが変わったとき 印鑑・保険証
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 印鑑・保険証
保険証を紛失したとき 印鑑・本人確認のできる書類
修学のため市外へ転出するとき 印鑑・保険証・在学証明書

※いずれの手続きにも、本人確認書類（運転免許証等）および個人番号カード（通知カードでも可）を持参してください。
※国民健康保険税の詳細は、70ページをご覧ください。

保険・年金
国保に加入する
国民健康保険� 市民課　☎21-9061（各振興局市民福祉課）

給付・支給対象 給付・支給内容 手続きに必要なもの

療養の給付
　診療、治療、薬などの医療費の一部を、病院窓口などで支払っていただき、
残りを国保が負担します。
　一部負担金割合3割、ただし未就学児および70歳以上は2割（昭和19年4
月1日以前生まれは1割、現役並所得者は3割）

保険証を病院などの窓口で提示してくださ
い。

医療費の払い戻し
（療養費などの支給）

　国保の担当窓口に申請し、審査で決定されれば支給します。 保険証・印鑑・領収書・振込先の分かるものに
加え、以下の書類が必要です。

①事故や旅先での急病などで医療費の全額を支払ったとき 診療内容の明細
②治療のために必要な補装具を購入したとき 医師の意見書
③国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 施術内容の明細

④鍼
しんきゅう

灸マッサージなどの施術を受けたとき 医師の同意書・施術内容の明細

⑤手術などで輸血に用いた生血代を支払ったとき 医師の意見書・生血受領証明

⑥海外で診療を受けたとき（本人が帰国後に申請） 診療内容の明細・領収書翻訳文・パスポートな
どの海外に渡航した事実が確認できる書類

⑦治療のために必要な移送に費用がかかったとき 医師の意見書

高額療養費の支給 　被保険者が保険診療を受け、1カ月の自己負担額が一定の限度額（※）を超
えたときは、その超えた額を払い戻しします。 保険証・印鑑・領収書・振込先の分かるもの

出産育児一時金の
支給

　被保険者が出産したとき、世帯主に対して1児につき40万4千円（産科医
療補償制度に加入医療機関で出産した場合は1万6千円加算）を支給します。

保険証・印鑑・振込先の分かるもの・母子手
帳・出産費の領収書

葬祭費の支給 　被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に5万円を支給します。 印鑑・振込先の分かるもの・喪主が確認できる
書類（会葬御礼のはがき・葬儀代の領収書など）

交通事故などの
医療費

　交通事故や暴行などで、けがや病気になったときは、医療費は加害者に賠
償してもらわなければなりません。ただし、示談までの間、その支払いに支
障がある場合は、国保の担当窓口に申請していただくことで、一時的に国保
を使って受診することができます。

保険証・印鑑・第三者行為による傷病届・事故
証明書（後日でも可）

※自己負担限度額（月額）

国保から受けられる給付・支給
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同じ世帯の70歳以上75歳未満
の国保被保険者数 収入

①
一人

383万円未満

②
後期高齢者医療制度移行に伴
い国保を抜けた人を含めて合

計520万円未満
③ 二人以上 合計520万円未満

現役並み所得者
　同じ世帯に住民税課税所得（調整控除が適用される
場合は控除後の金額）が145万円以上の70歳以上75
歳未満の国保被保険者がいる人。
　ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記
①～③いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と
同様になります。

　また、昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75
歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除
後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は
「一般」の区分と同様になります。
一般
　現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない人
低所得者Ⅱ
　同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非
課税の人（低所得者Ⅰ以外の人）
低所得者Ⅰ
　同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非
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

所得（※1）区分 適用区分 3回目まで 4回目以降（※2）

上位所得
所得が901万円を超える ア 252,600円＋（医療費－842,000円）×1％ 140,100円
所得が600万円を超え901万円以下 イ 167,400円＋（医療費－558,000円）×1％ � 93,000円

一般
所得が210万円を超え600万円以下 ウ � 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％ � 44,400円
所得が210万円以下（住民税非課税世帯を除く） エ 57,600円 � 44,400円
住民税非課税世帯 オ 35,400円 � 24,600円

（※1）　�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」の世帯合計（国保加入者に限る）のことです。所得
の申告が無い場合は、適用区分アとみなされます。

（※2）　�過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

（2）70歳以上75歳未満の場合

所得区分 外来＋入院（世帯単位）
外来（個人単位）

現役並み所得者 57,600円 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％（※3）
一般 14,000円（年間上限額　144,000円） 57,600円（※3）

低所得者Ⅱ � 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ � 8,000円 15,000円

（※3）�同一世帯で直近12カ月に高額療養費が支給された月数が3カ月以上になった場合は、4カ月目からは自己負担限度額が
44,400円に軽減されます（ただし、高齢受給者の外来のみの申請月は支給月数に含めません）。

　※75歳到達月は、自己負担限度額が半額になります。
　※平成30年8月から、一部限度額が変更されます。

自己負担限度額
（1）70歳未満の場合

　生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に視点を置いた健診で、平成20年度
から医療保険者に義務付けられました。
特定健康診査
受診方法 対象 実施月 実施場所 内容等

すこやか市民健診
（集団健診） 豊岡市国民健康保

険加入者で、40歳
以上75歳未満の方

5～11月 各集団健診実施場所 豊岡市が実施する集団健診です。
特定健康診査の他、がん検診などが受診できます。

個別健診 5月～翌年3月 登録医療機関 最寄りの登録医療機関で診てもらう健診です。
公立病院による
人間ドック 通年 市内の公立病院 公立病院での人間ドックと同時に特定健康診査が受診できます。

※すこやか市民健診・人間ドックの詳細は、80ページをご覧ください。
特定保健指導

特定健康診査・特定保健指導� 健康増進課　☎24-7034

事業名 対象 実施月 場所 内容等

特定保健指導
40～74歳の方で
健診結果により、メ
タボのリスクが高
いと判定された方

通年
ウェルストーク豊
岡・各振興局
　　　　　　　など

　特定健康診査の結果から、保健指導が必要な方へ案内し、保健
師・管理栄養士がメタボリックシンドロームの予防・改善に役立
つ運動や食事など個人に合ったアドバイスを行います。
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　兵庫県の全ての市町が加入する兵庫県後期高齢者
医療広域連合が制度を運営し、市町と役割分担して実
施しています。
【広域連合の役割】
　被保険者の認定・保険料の決定・医療の給付など制
度の運営
【豊岡市の役割】
　被保険者への被保険者証の引渡し・届出や申請の受
付・保険料の徴収

制度の運営
後期高齢者医療� 市民課　☎21-9061（各振興局市民福祉課）

対象 資格開始日
75歳になった方 誕生日当日から
障害認定申請をした方 認定を受けた日から

【障害認定を受けるための申請】
　障害認定を受けるためには、障害の状態を明らかに
するために身体障害者手帳などと印鑑、保険証を持参
の上、申請してください。なお、申請を撤回することも
できます。
【被保険者証の交付】
　後期高齢者医療制度の被保険者には「後期高齢者医
療被保険者証」が交付されます。
　医療機関を受診の際には、この被保険者証を必ず提
示してください。
【被保険者証を紛失、破損した場合】
　被保険者証を紛失、破損した場合には、再発行の手
続きができますので印鑑と手続きにお越しになる方
の身分証明（運転免許証など）を窓口に持参してくだ
さい。

被保険者
後期高齢者医療制度の被保険者とは？
　75歳以上の方および65歳以上で一定の障害があ
り、申請により広域連合の認定を受けた方

保険料
　保険料は被保険者一人一人が納めます。
　これまで保険料を納付していなかった職場の健康
保険などの被扶養者だった方も、後期高齢者医療の被
保険者になった方は、原則、保険料を納めることとな
ります。
　所得の低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得
水準等によって軽減される場合があります。詳細は、
問い合わせてください。
【保険料の支払方法】
（特別徴収）
　�対象となる年金が年額18万円以上の方は、原則、年
金から保険料が天引きされます。

（普通徴収）
　�年金から天引きできない方は、納付書や口座振替で
支払ってください。

《年金から天引きできない方》
　◦対象となる年金が年額18万円未満の方
　◦�介護保険料と合わせた保険料額が対象となる年

金額の2分の1を超える方
※�新たに被保険者となる方や住所を異動した方は、特
別徴収対象者でも普通徴収となる場合があります。

☆納付方法の変更手続き
　原則、保険料の納め方は、年金天引（特別徴収）ですが、
窓口に申出書を提出することで口座振替へ変更するこ
とができます。詳細は、問い合わせてください。
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所得の状況 1食当たり
現役並み所得者・一般 460円

低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない指定難病患者 260円

低所得Ⅱ
過去1年間に90日以内の入院 210円
過去1年間に90日を超える入院 160円

低所得Ⅰ 100円

　低所得Ⅱ・Ⅰの方は、入院の際に「限度額適用・標準
負担額減額認定証」を交付することができますので申
請してください。医療機関に提示すると、一部負担金、
食事代、居住費が低所得者Ⅰ・Ⅱの区分までの負担と
なります。
　※低所得Ⅱ…世帯全員が住民税非課税である方
　※低所得Ⅰ…�世帯全員が住民税非課税で、かつ各所

得が必要経費・控除を差し引いたとき
に0円となる方（年金の所得は控除額
を80万円として計算）

　☆�療養病床に入院したときの食費と居住費にも給
付があります。

区分 外来限度額
（個人ごと）

（外来＋入院）限度額
（世帯単位）

一定以上
所得者 57,600円

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％
（4回目以上は44,400円）

一　　般 14,000円
（年間上限額144,000円）

57,600円
（4回目以上は44,400円）

低所得Ⅱ � 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ � 8,000円 15,000円

※�高額療養費の計算方法の詳細は、問い合わせてください。
※�保険給付を受ける権利は、2年で時効となりますので、早
めに申請してください。
※平成30年8月から、一部限度額が変更されます。

所得の状況 一部負担金の割合
一般・低所得者 1割
現役並み所得者 3割

※現役並み所得者とは……
　�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
医療費の10割を自己負担した場合
　補装具などを作ったときや急病など、やむを得ない
事情で被保険者証を出さずに医療機関で診療を受け、
医療費の10割を自己負担した場合には、申請により
被保険者の負担割合に応じて医療費が給付されます。
※申請に必要な書類は、問い合わせてください。
入院したときの食事代
　所得の区分に応じて下表のとおり標準負担額（入院
時食事代）を自己負担してください。

後期高齢者医療で受けられる給付
病気やけがで診療を受けた場合
　一部負担金の割合に応じて、かかった医療費の一部
を負担します。

被保険者が死亡した場合
　葬祭を行った方に葬祭費として5万円が給付されま
す。
【申請に必要なもの】
　印鑑、喪主が確認できるもの（会葬御礼のはがきな
ど）、振込先の確認できるもの
※�振込先の名義が喪主以外の場合は委任状が必要と
なります。
医療費が高額になった場合
　1カ月の医療費が高額になった場合は、広域連合か
ら、後日、申請書が送付されますので、窓口に申請して
ください。後日、自己負担限度額を超えた額が支給さ
れます。申請が必要となるのは初回のみで、以後、生じ
た高額療養費は登録口座に振り込まれます。
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　老後や万一のときに生涯経済的な支えとなる社会
保障制度で、現役世代が受給者を支える「世代間の支
え合い」の仕組みになっています。
　日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は全て加入
することになっています。
�上記以外に希望すれば加入できる方（任意加入被
保険者）
　◦日本国籍で海外に住む20歳以上65歳未満の方
　◦日本国内に住む60歳以上65歳未満の方
国民年金の加入種別
種別 対象加入者 届出先
第1号
被保険者

　20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業
者・アルバイト・無職・学生など 市役所

第2号
被保険者

　厚生年金や共済組合に加入している会社
員・公務員 勤務先

第3号
被保険者

　第2号被保険者に扶養されている20歳以
上60歳未満の配偶者（年収130万円未満）

配偶者の
勤務先

こんなときは種別変更の手続きが必要
〈第1号被保険者が…〉

こんなとき 変更後の種別 届出先

会社員・公務員になった 第2号
被保険者 勤務先

会社員・公務員と結婚し、扶養され
るようになった

第3号
被保険者

配偶者の
勤務先

〈第2号被保険者が…〉
こんなとき 変更後の種別 届出先

退職した 第1号
被保険者 市役所

会社員・公務員と結婚し、扶養され
るようになった

第3号
被保険者

配偶者の
勤務先

〈第3号被保険者が…〉
こんなとき 変更後の種別 届出先

年収が130万円以上になった 第1号
被保険者 市役所

配偶者が退職（65歳到達）したり、
自営業に転職した

第1号
被保険者 市役所

種別・手続き

　保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納め
ることになります。
　保険料が未納のままだと、老後の年金だけでなく、
若いときにも支給される障害基礎年金などが受けら
れない場合がありますので、忘れずに納めましょう。
1号被保険者の場合
　定額保険料＝月額16,340円（平成30年度）
　付加保険料＝�月額400円（希望者のみ。老齢基礎年

金額に付加年金が上乗せされます）

保険料

国民年金� 市民課　☎21-9015（各振興局市民福祉課）

【納付期限】
　通常の保険料…翌月末
　�（納付の時効は納付期限から2年です。時効を過ぎる
と納めることができません）

【納付方法】
　加入手続き後に送付される納付書で、銀行やコンビ
ニなどで納める方法の他に、口座振替・電子納付・クレ
ジットカードの支払いがあります。
　保険料をまとめて前払いする「前納制度」を利用す
ると、保険料が割引になりお得です。
　※�保険料の納付に関する問合せは、日本年金機構豊

岡年金事務所（☎22-0948）まで。
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年金の種類 年金を受けられるとき

老齢基礎年金
　保険料を納めた期間・保険料を免除された期間・
合算対象期間を合わせて10年以上ある方が65歳に
なったとき

障害基礎年金
　国民年金の被保険者期間中または20歳前に初診
日のある方が病気やけがで1級または2級の障害の
状態になったとき

遺族基礎年金

　国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資
格を満たしている方が死亡したとき「子のある配偶
者」または「子」に支給
※�「子」とは、18歳到達年度の末日まで、または20歳
未満で1級・2級の障害のある子

寡婦年金
　第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険
料免除期間を合わせて、10年以上ある夫が年金を受
けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上の妻に
60歳から65歳の間支給

死亡一時金 　保険料を3年以上納めたが、年金を受けずに死亡
したとき

※�年金には、それぞれ受給要件があります。詳細は、問い合
わせてください。
※�年金の請求は、市民課または各振興局市民福祉課で受け
付けしています。
※�年金を請求する際、印鑑・年金手帳・マイナンバー・預金通
帳などが必要です。年金の種類によって必要な書類が異
なります。
届出が必要なとき
○氏名が変わったとき
○�年金受給権者が死亡したとき
○�住所が変わったときの届出は、原則必要ですが、日
本年金機構に「マイナンバー」が収録済の場合は、届
出が不要です。
※�本庁市民課、各振興局市民福祉課または日本年金機
構豊岡年金事務所へ届け出てください。マイナン
バー収録に関する問合せは、日本年金機構豊岡年金
事務所（☎22-0948）まで。

国民年金の給付免除・猶予・追納など
　保険料を納めるのが経済的に困難な方などのため
に、免除制度があります。
　免除の申請は、市民課または各振興局市民福祉課で
受け付けています。
免除の種別

【法定免除】
　生活保護法による生活扶助または障害年金（1級・2
級）を受けている方など
【申請免除（全額免除および一部免除）】
　失業・倒産・収入が少ないなどの理由で保険料の納
付が困難な方（本人・配偶者・世帯主の前年所得の審査
あり）
【納付猶予制度】
　50歳未満の方で、失業・倒産・収入が少ないなどの
理由で保険料の納付が困難な方（本人・配偶者の前年
所得の審査あり）
【学生納付特例】
　学生で、本人の所得額が一定額以下の方
※�免除・猶予・学生特例を受けた場合、10年以内なら
後から納付できる追納制度があります。
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