
　このたび、国立市国民健康保険の情報をお伝えする「くにたち国保だより」を創刊しました。
この「くにたち国保だより」は、国立市国民健康保険加入者の方の健康を願い、あらゆる制度
を知っていただくとともに、すべての市民の方に市の国民健康保険の制度や現状について理
解を深めていただくことを目的としたものです。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入（以下、事業収入等）が前年と比べて一定程度減少した
世帯に対して令和3年度の国民健康保険税を減免します。減免対象となる世帯と要件は以下のとおりです。

　災害（火災、震災等）や生活困窮など特別の事情があった場合で、保険税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により
保険税が減免される場合がありますので、納期限までに国民健康保険係（☎︎576－2124）へ申請してください。
　原則、納期限を過ぎた税額は減免の対象外です。

　国立市国民健康保険では、給与所得を受けている方のうち、新型コロナウイルスに感染し、もしくは、発熱等の症状があって
感染が疑われる方が、療養のため仕事を休んだ際に、勤務先からその間の給与が支給されなかった場合、傷病手当金を支給して
います。
■1日当たりの支給額：（直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷勤務日数）×（2／3）
※支給額には上限があります。
■適用期間：令和2年1月1日〜令和3年9月30日（木）の間で療養のため労務に服することができない期間（延長の場合あり）
※最長1年6カ月まで
※�申請に必要な書類等の詳細は、市ホームページをご覧ください。また、申請についてのお問い合わせや相談の際は、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止のため、窓口への来庁はお控えいただき、電話で国民健康保険係（☎︎576－2124）までお問い
合わせください。
～後期高齢者医療保険加入者の方へ～
　新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給については、後期高齢者医療保険加入者にも同様の制度があります。対
象となる方は、東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター（☎︎0570－086－519）までご連絡ください。

A��世帯の主たる生計維持
者の事業収入等が、前
年の当該事業収入等の
額の10分の3以上減少
が見込まれること

B��世帯の主たる生
計維持者の前年
の合計所得金額
が1,000万円以
下であること

C��減少することが見込まれる
世帯の主たる生計維持者の
事業収入等にかかる所得以
外の前年の所得の合計額が
400万円以下であること

A・B・Cのすべてに該当が必要です。対象世帯

新型コロナウイルス感染症により、
以下のいずれかに該当する世帯
①主たる生計維持者が死亡、または重篤
な傷病を負った世帯の方

②主たる生計維持者の収入減少が見込ま
れる世帯の方

・詳細は、市ホームページをご覧いただくか、市報7月5日号の2面や、7月中旬に発送する納税通知書に同封する案内文をご覧ください。
・納付期限を過ぎた保険税については、原則、減免の対象外となりますので、お早めにお手続きください。

※�後期高齢者医療保険・介護保険についても、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免制度があります。制度内容に
ついては、それぞれ後期高齢者医療係（☎︎576－2125）・介護保険係（☎︎576－2122）まで、お問い合わせください。

国民健康保険税の減免や傷病手当金の申請漏れはありませんか？
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新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免

生活困窮等による保険税の減免

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金

市報

各紙面の

注目記事

【2面】
特定健診・人間ドック
による生活習慣病の
早期発見！早期予防！

【3面】
自分の健康状態を把
握し、健康管理の意
識を高めましょう！

【4面】
国民健康保険の財政
運営ってどうなって

いるの？

②に該当

問 健康増進課国民健康保険係（市役所1階�番窓口）　☎︎576－2124（直通）

▲市HP

▲市HP

▲市HP



　令和3年度も5月より特定健診・人間ドック事業を開始しました。新型コロナウイルス感染症の影響により、これまでの生活習慣が大きく変
化し、健康に不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。特定健診を受診している方のなかにも、この1年で数値が悪化してしまっ
た方が多くいらっしゃいました。肥満、高血圧、糖尿病の方は新型コロナウイルスに感染すると重症化しやすいといわれています。
　高血圧、高血糖、高LDLコレステロール血症は自覚症状が少なく、じわじわと血管を傷めてしまい、やがて命に関わる大きな病気の原因にな
ります。2人に1人がかかると言われているがんも、早期がんでは無症状であることがほとんどです。昨年度受診できなかった方、これまで一
度も受診したことがない方は、今年度は健診を受診し、自分の体の状態を知り健康維持の第一歩を踏み出しましょう！

動脈硬化予防のための食事
　伝統的な日本食を意識しましょう。
　肉の脂身や動物脂（牛脂、ラード、バター）を控え、大豆、魚、
野菜、海藻、きのこ、果物、未精製穀類（玄米、麦等）を取りあ
わせて食べましょう。減塩も心がけましょう。
　過食、アルコールの過剰摂取、マーガリンやショートニング
を使った揚げ物や菓子に含まれるトランス脂肪酸を控え、適正
な体重の維持を心がけましょう。�（日本動脈硬化学会資料より）

　市のがん検診は、胃がん（胃バリウム、胃内視鏡）、肺がん、大腸がん、
乳がん、子宮頸がんを実施しています。受診方法や日程等の詳細は市報の
毎月20日号、市ホームページに掲載しています。

　令和4年3月31日時点で40歳以上の国立市国民健康保険加入者の方に、
特定健診受診券を郵送しています。受診期間は令和4年2月28日（月）まで
です。今後10月〜12月生まれの方には9月末、1月〜3月生まれの方には
11月末に受診券を郵送する予定です。早めに受診したい方、受診期間が過
ぎた方、年度途中で国立市国民健康保険に加入された方は必要書類をお送
りしますので、問までご連絡ください。
検査機関　�国立市内36カ所、国分寺市内31カ所、立川市内
　　　　　44カ所の医療機関(受診券に一覧を同封)

　国立市国民健康保険加入者の方を対象に、人間ドック利用
料金の一部助成を行っています。40歳未満の方もご利用いた
だけます。40歳以上の方は、特定健診または人間ドックのど
ちらか1つの受診になります。
申込方法
１．市が契約している検査機関に予約をとる
２．�検査日の10日前までに問の窓口まで、健康保険証と認

印を持参し、利用券の交付を受ける
３．検査当日、検査機関へ利用券を提出し、本人負担額を支払う
※令和3年度の受診期間は令和4年2月28日（月）までです。

検査機関
　�国

くにたち

立さくら病院、国分寺病院、公立昭和病院　予防健診セン
ター、立川中央病院附属健康クリニック、立川北口健診館、
　�国家公務員共済組合連合会　立川病院　健診センター、川
野病院、立川相互ふれあいクリニック　健康管理センター、

　�JA東京健康管理センター、多摩健康管理センター、災害医
療センター、東海大学医学部付属　八王子病院　健康管理
センター、南多摩病院

　検査項目・自己負担額は検査機関によって異なりますので、
市ホームページもしくは、問の窓口等で配布している人間
ドック利用案内をご覧いただくか、問までお問い合わせくだ
さい。
※受診する際は、事前に申請してください。

心疾患（狭心症や心筋梗塞など）の危険因子

特定健診や人間ドックを受けていますか？

検査内容
■身長・体重・腹囲　
■血圧
■血液検査
　血中脂質、肝機能、血糖
　腎機能、血清アルブミン
■尿検査
　尿糖、尿たんぱく、尿潜血
■胸部レントゲン

基準に該当する方に実施
■心電図
■眼底検査
■貧血検査
■微量アルブミン尿

※大腸がん検診(便潜血)
　の同時実施が可能

出典：�北多摩西部保健医療圏保健医療福祉
データ集　令和2年度版

　国立市民65歳以上の死亡原因2位の心疾
患、4位の脳血管疾患、8位の腎不全は、早
期発見による治療や重症化予防、適切な生
活習慣による予防が可能といわれています。
　健康に過ごす期間（健康寿命）を延ばすた
めに特定健診や人間ドック、がん検診を受
け、健康的な生活習慣を続けましょう。

【国立市民の65歳以上の死亡原因（平成30年）】
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無　料
（胃内視鏡検査、乳がん検診は自己負担あり）

自己負担あり
一部助成（2万円）無　料

問 保健センター　☎︎572－6111（直通）

問 保健センター　☎︎572－6111（直通）

問 がん検診専用ダイヤル　☎︎505－7030
問 健康増進課国民健康保険係（市役所1階�番窓口）
☎︎576－2124（直通）

▲市HP

▲市HP



◆スマートライフ健康相談◆
　特定健診または人間ドックの結果、基準値を超えた方に、管理
栄養士・保健師による個別相談と健康運動指導士による運動プロ
グラムを実施しています。対象の方へ個別に通知を郵送しています。
実施日　毎月の指定日（予約制）
場　所　保健センター、市民総合体育館

糖尿病性腎症重症化予防事業

受診勧奨通知事業

　糖尿病は自覚症状がなく未治療や治療中断が多い
疾病です。血糖値が高い状態が続くと腎機能が低下
し、人工透析が必要な状態になることがあります。
　市では腎機能の低下傾向にある糖尿病患者の方を
対象に、服薬・栄養・運動等の多方面からの保健指
導を6カ月間実施しています。
　糖尿病関連の検査値の改善や体重コントロールを行い、将来的
に人工透析への移行を阻止、遅延させることを目標としています。

　対象の方に受診をお勧めする通知を郵送しています。
生活習慣病の早期治療と受診を継続することで、重症
化を防ぐことを目的としています。通知がお手元に届き
ましたら、健康状態をご確認いただき、受診や治療につ
いてぜひご検討ください。
〈対象〉
■�特定健診の結果、生活習慣病や健診値において医療機関への受診
が必要な状態となっている方のうち、一定期間受診をしていない方
■�生活習慣病での定期受診をしていたが、治療を中断された方
　�

受診行動適正化事業

かかりつけ薬局・お薬手帳を活用しましょう

ジェネリック医薬品差額通知

　対象の方に保健指導を実施しています。単に受診回
数や処方数が多いことを問題視するのではなく、服薬
の方法や健康課題を整理することで、健康保持と医療
費負担の軽減を図ることを目的としています。日ごろ
の健康状態や受診状況でお困りのことがありましたら、
お気軽にご相談ください。
〈対象〉
■医療機関への受診回数が多すぎると思われる方
■同じ病気や症状で複数の医療機関を受診している方
■�同じ薬の処方が1カ月の間に複数ある方　�

　生活習慣病等で長期間服用する先発医薬品を、安
価で安定した供給体制が整備されている後発医薬品
（ジェネリック医薬品）に切り替えた場合の自己負担
額を通知しています。ジェネリック医薬品への切り
替えを促進することで、医療費の自己負担額を軽減することがで
きます。国はジェネリック医薬品の使用割合80％を達成目標と
しています。

　国立市国民健康保険では、加入者さまの健康増進と医療費適正化を目的とした第２期データヘルス計画を策定し、取り組むべき地域の健康課
題に対応した各種保健事業を実施しています。

セルフメディケーションをご存じですか？
　セルフメディケーションは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義さ
れています。不規則な生活・食事・睡眠などの習慣を見直し、日常的な健康管理を積極的に行うことで、将来的な
生活習慣病の予防や健康維持に役立てることができます。また、頭痛、かぜ気味などの、日ごろよく経験するよう
な軽度な体の不調は、市販薬（OTC医薬品）を使用することで、自分で手当をすることも可能です。
　特定健診の受診や予防接種など、疾病の予防や健康増進に対し、一定の取り組みをしている方がスイッチOTC医
薬品（医療用から転用された医薬品）を購入した際に、購入費用について所得控除を受けることができる「セルフメ
ディケーション税制」が創設されています。ぜひご活用ください。

　複数の病気にかかった場合、受診する医療機関が増え、処方される薬の種類も増え
る可能性があります。特に高齢になると、さまざまな疾患を抱えることが多く、結果
的にポリファーマシーが発生しやすい環境にあると言えます。単に服用する薬の数が多いだけで
ポリファーマシーとなる訳ではありませんが、処方内容が適切であるかが重要です。これらの問
題は、健康への影響だけでなく、医療費の負担増にもつながります。
　ポリファーマシーの対策として、まずかかりつけ薬局をもち、薬について相談できる環境を整
えましょう。また、薬に関する情報をすぐ把握できるように、お薬手帳は１冊にまとめましょう。

◆健康・栄養相談◆
　どなたでも利用いただける健康相談で、保健師・管理栄養士に
よる支援です。継続支援・1回のみの相談が選択でき、受診につ
いての相談、食事の内容について、運動の方法等、それぞれの方
の状況に応じて支援します。
実施日　第1・第3水曜日（予約制）
場　所　保健センター

▼体育館で利用できるトレーニング室。 ▼体組成計で計測を行います。▼測定結果のイメージ図。

特定健診や人間ドックの受診後に受けられる保健事業について

データヘルス計画に基づいた保健事業のご案内

自分自身の健康を守るために

ポリファーマシーについて
　ポリファーマシーという

言葉を聞いたことがありますか？
　ポリファーマシーとは多くの薬を服
用することで、副作用を起こしたり、
飲み間違い、飲み残しの発生につなが
る状態を指します。
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問 保健センター
☎︎572－6111（直通）

問 健康増進課国民健康保険係（市役所1階�番窓口）　☎︎576－2124（直通）

問 健康増進課国民健康保険係（市役所1階�番窓口）　☎︎576－2124（直通）



　国民健康保険にかかる予算は、特定の収入によって特定の事業を行う特別会計予算です。被保険者の納めていただいた保険税、国・東京都・
市の公費等の収入をもって、被保険者の医療費の支払い等を賄うことが求められています。
　しかしながら、ほとんどの自治体は保険税等の収入だけでは医療費等にかかる費用を賄うことはできず、毎年一般会計から費
用を繰入れています（赤字繰入）。国立市の国民健康保険も毎年度赤字繰入を行っており、この赤字繰入を削減・解消し、国民健
康保険の適正な運営を図ることが財政健全化です。
※赤字繰入金：市税を資金源とし、国民健康保険に加入していない方にもご負担をいただいています。

　引き続き、新型コロナウイルス感染症対策および、
他の感染症への感染や病気の予防にもつながります。

　令和3年4月1日より、国民健康保険税の課税限度額の引き上げおよび地方税法施行令の改正による個人所得課税の見直しに伴い、以下のとお
り課税限度額および均等割軽減判定枠が改定されています。

　赤字繰入が削減・解消されれば、子どもや高齢者に関することなど、市が行う他の事業費用に回すことが可能となる一方、削減・解消がされなけ
れば、保険税の見直しにつながることとなります。

【注意事項】
①限度額の区分は令和2年中の所得をもとに判定しますので、現在お持ちの認定証の区分と変更になる場合があります。
②同一世帯の国民健康保険加入者に令和2年度住民税の申告がない方がいる場合、限度額証を発行することができません。
③�国民健康保険税の納付がお済みでない場合、限度額証の発行ができないことがあります。該当する方で限度額証が必要な場合は、
お早めに問までご相談ください。

　限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日（土）です。認定証をお持ちの方には「限度額適用
認定証申請のお知らせ」を郵送しましたので、ご案内をご確認ください。

※令和3年度は、保険税率の改定はありません。
※①：一定の給与所得者および公的年金等の支給を受ける者が、2人以上いる世帯が対象。
※②：同じ世帯のなかで国保険被保険者から後期高齢者医療被保険者に移行した者を含む。

区分
軽減される世帯（被保険者）の合計所得の範囲

改定前 改定後

７割
軽減 ３３万円以下 ４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数※①－１）

以下

５割
軽減

３３万円＋（２８万円５千円×被保険者数
※②）以下

４３万円＋（２８万円５千円×被保険者数※②）�
＋１０万円×（給与所得者等の数※①－１）以下

２割
軽減

３３万円＋（５２万円×被保険者数※②）
以下

４３万円＋（５２万円×被保険者数※②）�
＋１０万円×（給与所得者等の数※①－１）以下

　 改定前 改定後 差額

医療給付分 61万円 63万円 2万円増

後期高齢者
支援金等分 19万円 19万円 0円

(改定なし)
介護納付金分
（40歳～64歳） 17万円 17万円 0円

(改定なし)

計 97万円 99万円 2万円増

【市の取り組み】　被保険者の皆さまと共に・・
　市では、令和7年度までの国民健康保険財政健全化計画を定め、赤字繰入額の削減・解消に向けて取り組んでいます。

■保険税収納率の維持による安定した歳入の確保
■特定健診・特定保健指導の受診率向上等、充実した保健事業の実施による医療費の適正化および補助金の確保
　
■法に基づく保険税限度額および均等割軽減の拡充

☆令和3年度国民健康保険税納税通知書は7月中旬に郵送します。納期内納税にご協力をお願いします。

【近年の赤字繰入金の状況】　
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
531,297 千円 501,948 千円 478,412 千円 536,091 千円

【国立市の国民健康保険財政健全化の現状と市の取り組み】

手洗い・手指消毒・マスクの着用を！！

令和 3年度国立市国民健康保険税の改定について

８月は限度額適用認定証の更新月です！

課税限度額の改定 均等割軽減判定枠の改定
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国民健康保険の財政健全化とは…
４

問 健康増進課国民健康保険係（市役所1階�番窓口）　☎︎576－2124（直通）

問 健康増進課国民健康保険係（市役所1階�番窓口）　☎︎576－2124（直通）


