
　国民健康保険（国保）とは、会社などの各種健康保険に加
入されていない人が不意の病気やけがをしたとき、治療費な
どの経済的な負担を少しでも軽くするため、日頃健康なとき
から加入者みんなで保険料を出し合い、必要な医療費にあ
てようという助け合いの制度です。
　病気やけがなどにより、医療機関で診察や治療又は投薬な
ど（療養）を受けたとき、医療機関の窓口で治療代など保険
診療の費用（入院時の食事に要する費用のうち資格に応じた
一部負担金を除く。）の2～3割を自己負担していただきます
が、残りを医療機関からの請求により国保が負担します。
　治療費などの内容により一部、給付の対象とならないもの
がありますので、詳しくは医療機関などでお確かめください。
　なお、入院時の食事に要する費用については、1食につき
定額の標準負担額を負担していただき、残りを入院時食事
療養費として国保が負担します。
　また、交通事故などの第三者が原因のけがや病気で保険
診療を受ける場合は、届出が必要です。もし、保険証を使用し
て治療など医療機関にかかったときは、早急に保険年金課ま
で届け出てください。

国民健康保険
国民健康保険（国保）とは

　職場の健康保険（健康保険組合や共済組合など）や後期高
齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方
以外のすべての人は国保に加入することが法律で義務付け
られています。
　加入の資格ができたら、すみやかに手続きをしましょう。

加入について

※国保以外の保険に加入の方は、各保険者へお問い合わせください。

高額療養費
　医療機関の窓口で､限度額認定証を提示することにより、
一部負担金の支払いが一か月の自己負担限度額までとなり
ます（限度額認定証の発行には申請が必要です。）。
　限度額認定証を提示しなかったこと等により自己負担限
度額を超えて医療機関に支払った場合は、申請により後日支
給されます。

療養費
�やむを得ない理由で保険証を使わず医療機関にかかったとき
コルセット等の補装具を購入したとき
�医師の同意書または診断書を得て、はり、灸、マッサージ等
を利用したとき
�海外で病気やけがにより、医療機関で治療を受けたとき

出産育児一時金
　加入者が子どもを出産したとき（手続きについては、出産
される医療機関にお問い合わせください。）

葬祭費
　加入者が亡くなったり、葬祭を行ったとき

高額医療・高額介護合算制度
　同世帯内で、国民健康保険と介護保険のそれぞれの自己
負担額（8月受診～7月受診の1年間分、またその期間の高額
療養費相当分を除く。）を合算した金額が、一定の基準を超
えた場合は、申請により超えた額が支給されます。
※各給付を受けるには、保険年金課又は各支所へ申請が必要です。
※�高額療養費については、貸付制度があります。また、海外療養費については指定
の様式がありますので、詳細については、保険年金課までお尋ねください。

国保で受けられる給付は

　毎年6月に前年の所得などを基に、医療分保険料と後期高
齢者支援金分、介護分保険料（40歳から64歳までの方）を計
算します。
　年度途中に65歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前
月（1日生まれの方は前々月）までの介護分保険料を計算し、
年間保険料とします。計算した保険料の通知書や納付書など
は、世帯主あてに6月中旬頃にお知らせします。
　また、6月以降に国保加入手続きをされたとき、又は40歳
になられる方がおられるときは、その後2か月以内に保険料
を計算してお知らせします。
※�前年中の所得が一定基準以下の場合、保険料の軽減措置が受けられます。所得
のない方、非課税所得（障害年金等）だけの方も必ず申告をしてください。

保険料は

保険と年金 大津市ホームページ
最新情報はこちらから！

●一部負担金
義務教育就学前の乳幼児
義務教育就学後～70歳未満
70歳以上75歳未満※
　　 （高齢受給者証に記載されている負担割合）

2割
3割

 一部負担金

国保連合会

※70歳の誕生日の前日が
　属する月の翌月1日から
　75歳の誕生日の前日

診療 被保険者証
の交付

加入手続
保険料の納入

医療費の
結果報告

医療費
医療費

医療費
の請求

（被保険者）
加入者

（医療機関）
保険医

（県・市町）
保険者国から

の補助金
など
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6月から翌年3月まで10回（期）に分けてお支払いいただき
ます。年度途中で65歳になられる方も65歳到達前月まで
の介護保険料をその年度で10回に分けてお支払いいただ
きます。65歳到達月以降の介護保険料は別途年金から天
引きあるいは、納付書で納めていただきます。なお、6月以
降に国保に加入の手続きをされたとき、又は40歳になる方
がおられるときは、加入期間中の保険料を請求月から3月
までの残り月数に分けてお支払いいただきます。
お支払いは､最寄りの金融機関（銀行､信用金庫､農協な
ど）、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、保険年金課又は
各支所の窓口でできます。
スマートフォンの「LINE」アプリ内の「LINE�Pay請求書支払
い」を利用して納付ができます。
納め忘れのない、便利な口座振替もありますのでご利用く
ださい。お申し込みなど詳しくは、市内の金融機関、市内の
ゆうちょ銀行もしくは郵便局の窓口でお尋ねください。
世帯における国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳
未満の世帯の世帯主（擬制世帯主を除く。）で、受給されて
いる年金が年額18万円以上の方は、原則保険料は年金か
らの特別徴収（年金天引き）となりますが、お手続きにより
金融機関での口座振替を選択することができます。

保険料のお支払いは

　お支払いいただいた保険料は、所得控除の対象になり、社
会保険料控除として所得から差し引かれます。
　年末調整や確定申告のときは忘れずに申告してください。

所得控除

70歳から74歳の方に国民健康保険被保険者証兼高齢受給
者証として発行され、医療機関等の窓口での負担割合（市県民
税課税標準額等に応じて2～3割）が記載されています（ただ
し、70歳から74歳の方であっても、一定の障害があり、後期高
齢者医療制度に加入している方は、対象となりません。）。
　受診の際は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を
提示することで記載の自己負担割合が適用されます。

高齢受給者証とは

　保険年金課､戸籍住民課又は各支所の窓口でお願いします。
　届出の際は、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
が必要です。

こんなとき 必要なもの
国
保
に
加
入
す
る
と
き

他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書又は、住民基本
台帳カード（暗証番号）

他の健康保険をやめたとき 資格喪失証明書
他の健康保険の扶養家族から
はずれたとき 資格喪失証明書

子どもが生まれたとき 被保険者証
母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
国
保
を
や
め
る
と
き

他の市区町村に転出するとき 被保険者証
他の健康保険に加入したとき 国保と健康保険の両方の

被保険者証他の健康保険の扶養家族になったとき
死亡したとき 被保険者証

生活保護を受けるようになったとき 被保険者証
保護開始決定通知書

必ず14日以内に届出を

こんなときに、届出を

保険料をさかのぼって納めることになります。
医療費を全額自己負担しないといけないことがあります。
あとで医療費を返さないといけないことがあります。

届出が遅れると・・・

　従来の老人保健制度にかわる保険制度として、平成20年
（2008年）から後期高齢者医療制度が施行されました。

対象となる方は
�� 75歳以上の方（自動的に切り替わります。）
�� 65歳から74歳の方で一定以上の障害があると申請によ

り広域連合が認めた方
※�後期高齢者医療制度の対象となる方は、それまで加入していた国民健康保険など
の他の保険制度から抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。この時、特に加入
申請などの手続きは必要ありませんが、それまでの保険で扶養となられている方が
いる場合、その扶養されていた方は別の保険に加入していただく必要があります。

後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療広域連合とは
　後期高齢者医療制度は、滋賀県後期高齢者医療広域連合
が保険者として運営します。大津市は、保険料の徴収や各種
相談及び申請や届出の受付などの業務を行います。

被保険者証について
被保険者証は1人ずつ一枚となっており、被保険者証の有効

期限は基本的に毎年8月1日から翌年の7月31日までです。

国保加入者の方は、市で実施の検診が無料で受けられます。
　年齢等の条件がありますので、詳細は健康推進課へお問
い合わせください。（P68もご覧ください。）
特定健康診査（無料）
対象：40歳～74歳までの大津市国保加入者�
目的：メタボリックシンドロ−ムの予防・解消�
対象の方へ、毎年6月頃に、受診券を送付しています。年度
途中に国保に加入された方で特定健診を受けられる方は、
健康推進課へご連絡ください。受診券を送付します。
特定保健指導
特定健康診査の結果、胸囲、血圧等が基準値以上であった
方を対象に、保健師、管理栄養士等による生活習慣病予防
のための個別指導を実施

※委託事業者または県内登録医療機関等で利用が可能です。

人間ドックへの助成（半額助成、制限有。事前申請が必要。）
肺がん結核検診、大腸がん検診、胃がん検診、歯周病検診、
肝炎ウイルス検診、子宮頸がん検診、乳がん検診（無料）

健診を受けましょう

詳しくは 528-2742大津市保健所 健康推進課

詳しくは 保険年金課
528-2750
528-2751
528-2652

各届出・給付について
保険料の計算について
保険料の納付相談について

国
保
を
や
め
る
と
き 生活保護を受けるようになったとき

64

２００５大津市4(SG180)行政最終_納品用.indd   64 2020/05/01   14:12:19



後期高齢者医療制度で受けられる給付は

　新しく後期高齢者医療制度の対象となる方には、75歳の
誕生日までに大津市から被保険者証をお届けします。
　既に後期高齢者医療制度に加入されている方には、毎年7
月末までに新しい被保険者証を簡易書留でお届けします。
　また、大津市に転入して来られた方は、県外からの転入で
あれば本人確認書類と負担区分証明書と認印を、県内であ
れば本人確認書類と認印をお持ちいただき、保険年金課又
は各支所窓口で手続きをしてください。

　病院で診療を受けるときに、被保険者証を窓口に提示すれ
ば医療費は一部負担ですみます。自己負担割合は医療費の
1割、現役並み所得者は3割となります。被保険者証に自己負
担割合が記載されていますのでご確認ください。

病院での窓口負担

市県民税の申告はお忘れなく

限度額適用（標準負担額減額）認定証について

　医療機関での自己負担割合（3割又は1割）は市県民税課
税標準額を元に判定することから、所得税の確定申告が必
要のない収入の方でも、市県民税の申告をされませんと負
担割合が適正に判定できません（所得が低い方については、
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付ができなかった
り、保険料の軽減対象にならなかったりする場合がありま
す。）ので、市県民税の申告をしていただきますようお願いし
ます。

　入院又は高額な外来診療を受けられる場合、医療機関の
窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」（現役並み所得
者ⅠまたはⅡの方は「限度額適用認定証」）を提示すると、窓口
での支払額の上限が所得に応じた自己負担限度額までとな
り、非課税世帯の方は入院した場合の食事代が減額されま
す。
　対象となる方で「限度額適用（標準負担額減額）認定証」を
お持ちでない方は、被保険者証と印鑑（認印で可）をご持参
のうえ保険年金課又は各支所窓口で申請してください。

《高額療養費》
　被保険者証を病院窓口で提示すれば所得に応じて決めら
れた負担限度額以上の請求はされないことになっています。
ただ、複数の医療機関にかかっている場合など、結果的に負
担限度額を超えて支払った場合は高額療養費として、後日お
返しします。
　高額療養費が発生した場合は、大津市より文書でお知ら
せします。返金先口座を登録していただきますと、以後は高
額療養費が発生するごとに、自動的に該当口座にお返ししま
す。

《葬祭費》
　被保険者が亡くなられ、葬祭を行ったとき。葬祭を行った
方の申請で給付があります。申請には、葬祭を行ったことが
わかる葬儀社の領収書等が必要となります。

《その他》
　療養費や高額介護合算療養費などの給付があります。詳
しくは保険年金課までお問い合わせください。

こんな時 届出に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証を
なくして再交付を申請すると
き

�本人確認ができるもの（運転
免許証・マイナンバーカード
など）
印鑑（認印）

一定の障害状態にある65歳か
ら74歳の方が後期高齢者医療
制度への加入を希望されると
き

�加入中の医療保険の被保険
者証
�障害の程度が確認できる身
体障害者手帳など
印鑑（認印）

大津市から転出するとき 被保険者証
印鑑（認印）

大津市に転入してきたとき
�負担区分証明書（県外からの
場合のみ）
印鑑（認印）

大津市内で転居したとき 被保険者証　 印鑑（認印）

生活保護を受け始めたとき 被保険者証　 印鑑（認印）
生活保護開始決定通知書

生活保護を受けなくなったと
き

印鑑（認印）
生活保護廃止決定通知書

被保険者が死亡されたとき
死亡された方の被保険者証

※�葬祭費の申請ができます。詳しく
は保険年金課にお問い合わせく
ださい。

こんな時は届出を

保険料について
1．保険料
　保険料は、滋賀県全体での医療費の総額、加入者の人数
や所得をもとに決定し、県内であればどこの市町の加入者で
も統一した算定方法で計算した保険料の額となります。

2．保険料の納付方法
　保険料は、原則として、介護保険と同じように、年金からお
支払いいただきます。ただし、お受け取りになる年金が年額
18万円未満であったり、介護保険と後期高齢者医療制度の
保険料の合計額が年金額の二分の一を超えるときは、大津
市から送られる納付書または口座振替でお支払いいただく
ことになります。
　また、年金からのお支払いを口座振替に切り替えることも
できます。

3．保険料の決まり方
　保険料は個人単位で賦課され、全ての被保険者の方に納
めていただきます。保険料は
①被保険者の方に等しく負担していただく「均等割額」
②�その方の前年の所得に応じて負担していただく「所得割額」
　上記①と②の合計額となります。均等割額と所得割率は2
年に一度の改定があります。それぞれ最新の情報をお知りに
なりたい場合は、保険年金課にお問い合わせください。

4．保険料の軽減措置
　世帯主と加入者全員の所得が一定以下の人は、所得水準
に応じて軽減措置があります。軽減の申請などは必要ありま
せん。所得から判定します。

詳しくは 528-2687
522-3013

保険年金課
滋賀県後期高齢者医療広域連合
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制　度 対象者の要件
乳幼児医療 就学前の乳幼児

子ども医療 小学校1年生～6年生の児童

母子家庭
（1）18歳に達する日の属する年度の末日を経過するまでの人を扶養する母と該当者
（2）20歳未満の高等学校在学中の者を扶養する母と該当者
（3）�身障手帳1～3級の交付を受けているか、知的障害重度～軽度の18歳以上65歳未満の人及びその該

当者を介護するため就労できない母

所得制限有り

父子家庭 （1）18歳に達する日の属する年度の末日を経過するまでの人を扶養する父と該当者
（2）20歳未満の高等学校在学中の者を扶養する父と該当者

ひとり暮らし寡婦 母子家庭として以前に認定していた人で、おおむね1年以上ひとり暮らしが続き、
今後もその状態が続くと認められる65歳未満の人

ひとり暮らし
高齢寡婦

母子家庭として以前に認定していた人で、おおむね1年以上ひとり暮らしが続き、
今後もその状態が続くと認められる65歳以上75歳未満の人

身体障害者（児） （1）身障手帳1、2級の交付を受けている人（後期高齢者医療被保険者を除く。）
（2）身障手帳3級の交付を受けている20歳未満の人

精神障害者（児） 精神手帳1、2級の交付を受け、精神障害者通院医療費公費負担を適用された人
（後期高齢者医療被保険者を除く。）

知的障害者（児） 知的障害重度～中度の人（後期高齢者医療被保険者を除く。）

心身障害者（児） （1）身障手帳3級の交付を受け、知的障害中度の人（後期高齢者医療被保険者を除く。）
（2）身障手帳4級の交付を受け、知的障害軽度の20歳未満の人

重度心身障害老人 （1）身障手帳1、2級の交付を受けている後期高齢者医療被保険者
（2）知的障害重～中度で後期高齢者医療被保険者

母子家庭老人
父子家庭老人 後期高齢者医療被保険者で母子家庭・父子家庭（上記母子家庭・父子家庭制度の要件に準ずる。）の母父など

重度精神障害老人 精神手帳1、2級の交付を受け、精神障害者通院医療費公費負担を適用された後期高齢者医療被保険者

低所得老人 世帯全員及び扶養義務者の市民税が非課税である世帯の65歳以上75歳未満の人

（令和2年（2020年）4月1日現在）医療費助成制度の対象

※制度内容については改正される場合があります。

　国民年金制度は、年をとったり、思わぬ病気やけがで障害者となったり、一家の働き手を失った時などに、年金により経済的
な援助をするため、すべての国民が助け合っていこうという相互扶助の制度で、国が責任をもって運営しているものです。

　日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が対象
（強制加入）です。サラリーマンやOLの人は厚生年金に加
入することで国民年金にも加入していることになります。

　国民年金の保険料は、性別、年齢、所得又は地域などに関
係なく全国一律です。
定額保険料　月額� 16,540円
付加保険料　月額� 400円

（より多くの年金を希望する人、農業者年金に加入している人）

お支払いは、全国の金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、
農協、労働金庫など）、郵便局、コンビニエンスストアででき
ます。
クレジットカードでも納付できます。希望される場合は、事
前に年金事務所にお申し込みください。
納め忘れのない、便利な口座振替（早割）もありますのでご
利用ください。お申し込みなど詳しくは、最寄りの金融機関
又は郵便局の窓口でお尋ねください。
保険料がお安くなる前納制度もご利用ください。
年間の保険料を一括してお支払いいただきますと保険料
が安くなります。

国民年金

加入について

保険料は

保険料のお支払いは

　お支払いいただいた保険料は、所得控除の対象になり、社
会保険料控除として所得から差し引かれます。年末調整や確
定申告のときは、忘れずに申告してください。

所得控除

詳しくは
528-2653

保険年金課
医療費助成制度について
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　国民年金に加入中に、病気やけがで障害者になったときや
20歳前の障害者に対して支給されます（長期間未納がある
場合は、支給されないことがあります｡）。

　国民年金加入中の人が死亡したとき、及び老齢基礎年金
を受ける資格期間を満たした人が死亡したときは、その人に
よって生計を維持されていた妻で18歳未満の子どものある
人又は子に支給されます（長期間未納がある場合は、支給
されないことがあります｡）。

国民年金保険料を納めるのは、
自分のため、みんなのため
�もし保険料の納め忘れがあると、病気やけがで障害者
になったときに、障害基礎年金が受けられなかったり、
将来、老齢基礎年金が減額になったり、受けられないと
いったことになりかねません。
��みなさんが納められる保険料は、今のお年寄りを支える
年金の支払いに充てられています。そして、自分自身が年
をとったときに、その時代に働いている若い世代の保険
料を財源にした年金を受けていただくことになります。
�経済的な理由などから、どうしても保険料が納められな
いときは免除制度や若年者納付猶予制度（50歳末満）
がありますので、お気軽に保険年金課又は各支所へご
相談ください。
�学生については、本人の所得が一定基準以下である場
合は、卒業後にさかのぼって保険料が納められるという
納付特例制度が利用できます。

こんなとき 必要な届出 届出に必要なもの

会社を退職したとき
（厚生年金や共済組
合などの加入者でな
くなったとき。）

国民年金被保険者
関係（第1号被保険
者該当）届

年金手帳・印鑑（本人
が署名した場合は不
要）・離職日の確認で
きるもの・本人確認
書類（マイナンバー
カード等）

扶養されている妻
（夫）の夫（妻）が会社
を退職したとき・65歳
になったとき・死亡し
たとき

国民年金被保険者
関係（第1号被保険
者該当）届

年金手帳・印鑑（本人
が署名した場合は不
要）・離職日の確認で
きるもの・本人確認
書類（マイナンバー
カード等）

扶養されている妻
（夫）が扶養されなく
なったとき
（一定の収入があると
き・離婚したとき。）

国民年金被保険者
関係（第1号被保険
者該当）届

年金手帳・印鑑（本人
が署名した場合は不
要）・健康保険証等扶
養されなくなった日
の確認できるもの・
本人確認書類（マイ
ナンバーカード等）

　保険年金課又は各支所の窓口でお願いします。
第1号被保険者に該当したとき

こんなときに、届出を
　10年以上の受給資格期間を満たす人が、65歳に達したと
きに支給されます。

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

こんなとき 必要な届出 届出に必要なもの
収入が少なく保険料
を納められないとき
①全額免除
②一部免除
③納付猶予
④学生納付特例

国民年金保険料全額
免除・一部免除・納付
猶予申請書（①②③）
国民年金保険料学生
納付特例申請書（④）

本人確認書類（マイ
ナンバーカード等）・
年金手帳・印鑑（本
人が署名した場合不
要）・離職票・学生証の
写しなど

国民年金を
請求するとき
（第1号被保険者期間
のみの人）

年金請求書（国民年
金・厚生年金保険老
齢給付）（国民年金遺
族基礎年金）（国民年
金寡婦年金）

本人確認書類（マイ
ナンバーカード等）・
年金手帳・本人名義
の預金通帳・印鑑（本
人が署名した場合不
要）・戸籍謄本など

第1号被保険者の手続き

　「国民年金基金」とは、自営業者など（第1号被保険者）の
方々のために「老齢基礎年金」に上乗せして、より豊かな年金
を確保するための制度です。
�加入できる人は…� �
国民年金の第1号被保険者。� �
ただし、次の人は加入できません。

�� �国民年金の保険料を免除されている人（一部免除等を含む。）
�� �農業者年金に加入している人
�基金の種類は…

�� �「地域型国民年金基金」…同じ都道府県に住む一般の自営
業者などが加入する基金

�� �「職能型国民年金基金」…医師や税理士など同じ職業の人
たちが、職業別に加入する全国共通の基金

国民年金基金について

詳しくは 0120-65-4192
077-566-6633

滋賀県国民年金基金
携帯電話よりかける場合

詳しくは
528-2752  又は、各支所保険年金課

詳しくは

保険料については
521-1789大津年金事務所 国民年金課

受給については
521-1184大津年金事務所 お客様相談室
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