
　日本では、安心して医療が受けられるように、すべての人がいずれかの公的医療保険に加入することになっており、これを『国民皆保険制度』とい
います。そのため、すべての人が以下の医療保険のいずれかに加入することになっています。問保険年金課国民健康保険係　☎︎576－2124（直通）

Q.　限度額適用認定証は必ず申請しないといけないですか？
A.　 入院・手術等で、医療機関からの請求が高額になる場合、あ

らかじめ限度額適用認定証を提示すれば、窓口負担が自己負
担限度額までとなります。申請は随時受け付けていますの
で、継続的に高額な医療費が発生していない場合など、必ず
しもすぐに申請しないといけない訳ではありません。

Q.　限度額適用認定証が交付されない場合があると聞きましたが…
A.　次の場合は、限度額適用認定証を交付することができません。
　　◦�同一世帯の国民健康保険加入者に令和３年度住民税の申告

がない方がいる場合。
　　◦�納付の期限が過ぎている国民健康保険税がある場合。
　　　�また、70歳以上の方で、自己負担限度額の区分が「一般」

および「現役並所得Ⅲ」に該当する場合は、限度額適用認
定証の申請は必要ありません。交付要件に該当するか不明
な場合は、問までご相談ください。

国
保
に
加
入

こんなとき 窓口での提出書類

国立市に転入してきたとき 転出証明書

職場の健康保険をやめたとき 資格喪失証明書

子どもが生まれたとき 母子健康手帳

生活保護が受けられなくなったとき 生活保護廃止決定通知書

国
保
を
脱
退

こんなとき 窓口での提出書類

他市区町村へ転出するとき 国保の保険証

職場の健康保険に加入したとき 国保の保険証
勤務先の保険証

亡くなったとき 国保の保険証
葬祭費用の領収証

生活保護を受け始めたとき 国保の保険証
生活保護決定通知書

　就職や引越し等で国民健康保険（国保）の手続きが必要な場合があります。下表を参考に手続きをお願いします。

保険の種類 ①被用者保険 ②後期高齢者医療制度 ③国民健康保険

加入する方 会社員や公務員等の
被用者とその扶養家族 75歳以上の方 自営業等で、左記①、②の医療保険に

加入していない方

～国民健康保険の加入・脱退の手続きはお済みですか？～
国民皆保険制度ってなに？

８月は限度額適用認定証・高齢受給者証の更新月です
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お知らせ

です！

70歳以上の方
高齢受給者証：自動的に更
新されます。７月末までに
お手元に届くよう発送しま
す。
限度額適用認定証：６月に
郵送した申請書を提出済み
の方は高齢受給者証に同封
します。
※�提出の時期により、別々に郵
送する場合もあります。

70歳未満の方
限度額適用認定証：７月上
旬に申請の案内を郵送しま
した。郵送による申請の場
合は、順次発送します。窓
口での申請の場合は、原則
即日交付します。窓口の混
雑緩和のために、郵送によ
る申請をご検討ください。

　郵便事情により、更新後の各証のお届けが７月末ごろになる可
能性があります。すぐに必要な場合は、事前に問までご連絡くだ
さい。

　すべての届出に、届出をする方の本人確認書類が必要です。運転免許
証・マイナンバーカード・パスポート等の顔写真付きの公的証明書類を
ご用意ください。

８ 月 か ら の 受 給 者 証・ 認 定 証
よくあるお問い合せ

あなたが加入する医療保険はどれですか？

どのような場合に、国民健康保険の加入・脱退をするの？
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　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
毎月20日号、市ホームページに掲載しています。

　令和５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に特定
健診受診券を郵送しています。受診期間は令和５年２月28日㈫までです。
10月～３月生まれの方で早めに受診したい方、４月～９月生まれの方で受
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した方は、必要
書類を郵送しますので、問までご連絡ください。
検査機関：�国立市内37カ所、立川市内37カ所、国分寺市内30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歳未満の方も利用できます。
ただし、40歳以上の方は、特定健診または人間ドックどちら
か１つのみ受診できます。
申込方法
１．市が契約している検査機関に予約をする
２．�検査日の10日前までに問の窓口まで、国立市国民健康

保険被保険者証を持参し、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4年度の受診期間は令和5年2月28日（火）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▪南台病院

　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、
市ホームページや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。

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

特定健診 人間ドック

国立市がん検診
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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

問 がん検診専用ダイヤル（保健センター）　☎︎505－7030
問 保険年金課国民健康保険係（市役所1階�番窓口）

☎︎576－2124（直通） ▲市HP

「人生100年時代 」10年後のあなたのために健診を受けましょう！
継続受診が健康のカギ
　人生100年時代をいきいきと過ごすためには、生活習慣病の予防や重症化を防ぐことが重要です。
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、生活に支障をきたしてしまいます。
　２人に１人は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。
　定期的に特定健診やがん検診を受けることが生活習慣病の予防や、がんの早期発見・早期治療につながり
ます。まずは自分の体をきちんと知ることが健康維持の第一歩です。

加齢や不適切な生活習
慣などによって詰まりや
すくなった血管のイメー
ジ図

定期受診中の方も、健診を受ける
ことをおすすめします。
かかりつけ医にご確認ください。

出典：国保データベース�（厚生労働省様式�5－4）

健診を毎年受けて
体調管理をしま
しょう！

国立市の特定健診は
国立市内37カ所
立川市内37カ所
国分寺市内30カ所
計104カ所の指定医療機関から
選んで受診できます。

Q. 国民健康保険に加入していますが、職場で健診を受けています。
　この場合は受診しなくても良いですか？
A. 結果のコピーと問診票を提出していただくと、国立市の健診とし
て国に報告することができます。ぜひ、ご協力をお願いします。

※市の助成なしで受けた人間ドックも、同様にお知らせください。

結果のコピーと問診票（国立市特定健診受診券の裏面）を、問
まで持参していただいた方へ粗品を進呈します（郵送も可）。
（受付時間）平日午前８時30分～午後５時
問保健センター　☎︎572－6111
　〒186-0003　富士見台3－16－5

40代・50代では半数以上の方が健診を
受けていませんが、生活習慣病は40代・
50代から徐々に進行し、なかに
は突然倒れてしまう方もいます。

70代ではコロナ禍
か
で受診を

控えてしまった方が多くい
ました。
体の状態を確認しましょう。



◆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

　国立市国民健康保険では、被保険者の皆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。

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。
　市では腎機能が低下してい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的としています。

　下記の方へ受診案内を郵送しています。
▪�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
した方
　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
態を確認し、受診や治療について、ぜひ、ご検討ください。

受診行動適正化事業

ジェネリック医薬品差額通知

　下記の方に保健指導を実施しています。
▪��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
　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。

　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。

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
維持に役立ちます。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）を服
用することで、自分で手当て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。また、多くの薬を服用する場合は、処方内容が適切で
あることが重要です。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。

▼体育館で利用できるトレーニング室。 ▼体組成計で計測します。

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

自分自身の健康と生活を守るために…

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。
　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。
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問 保健センター
☎︎572－6111

◆健康・栄養相談◆
　どなたでも利用できる健康相談で、保健師・管理栄養士が相談
に応じます。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、運動の方法等、相談者の状況に応じて支
援します。
実施日　奇数月：第1・3・4水曜日　偶数月：第1・3水曜日（予約制）
場　所　保健センター

▼測定結果のイメージ図。

かかりつけ薬局・お薬手帳を活用しましょう



マイナンバーカードの健康保険証利用によって…
①より良い医療受診が可能
　⇒本人の同意があれば、薬剤情報等を医師等と共有することができ、初めての医療機関等においても適切な医療を受けることができます。

②限度額以上の一時的な支払いが不要
　⇒手続きをしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要となります。
　※�同一月内に複数の医療機関や薬局を利用する場合は、合算して限度額を超える部分を一旦ご負担いただきます。

③健康保険証としてずっと使用できる
　⇒就職・転職・引っ越しをしても、健康保険証としてマイナンバーカードを使用することができます。
　ただし、保険者が変わる場合は、切り替えの手続きが必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みについて
　マイナンバーカードを保険証として利用するには、申し込みが必要です。
①スマートフォンからマイナポータルで申し込み（対応機種については右の二次元コードから参照可）
②パソコンからマイナポータルで申し込み（ICカードリーダーが必要です）
③上記①②による申し込みができない方は、『セブン銀行ATM』で申し込むことができます。
　※申し込みには、マイナンバーカード作成時に設定した４桁の暗証番号が必要です。
　※①②③いずれの方法でも申し込みができない場合は、問までご連絡ください。
　　問マイナンバー総合フリーダイヤル　☎︎0120－95－0178　音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
　　　平日：午前9時30分～午後8時、土日祝：午前9時30分～午後5時30分

詳しくは、 『マイナポータル』 ⇒

　マイナンバーカードの取得は任意です。また、現在のところ、すべての医療機関等でマイナンバーカー
ドの健康保険証利用に対応できているわけではありません。受診前に医療機関等に確認するとともに、し
ばらくの間は健康保険証も医療機関・薬局へお持ちください。

注意点！

マイナンバーカードの健康保険証利用について

　令和４年度国民健康保険税納税通知書は７月中旬に郵送しています。まだ、届いていなかったり、すでに別の健康保険に加入している場合は、
問までお問い合わせください。
　なお、下記①②のとおり、課税限度額の改定および未就学児にかかる均等割額の軽減が行われています。

（各業務のお問い合わせ先一覧）
【お問い合わせ】☎576－2111（代表）
【お手続き】市役所1 階 保険年金課
▪国民健康保険に関すること・・・・国民健康保険係（内線121、122、212）
▪�後期高齢者医療、後期高齢者医療健康診査に関すること
　・・・・・・・・・・・・・・・・後期高齢者医療係（内線126、129）
▪国民年金に関すること・・・・・・国民年金係（内線123、124）
※�特定健康診査、特定保健指導に関しては、保健センター☎︎572－6111�までお問
い合わせください。

※保険税率の改定はありません。
※介護納付金分は、40歳～ 64歳の被保険者が対象。

※軽減前の均等割額（医療給付分：2万円、後期支援分：1万円）

改定前 改定後
医療給付分 63万円 65万円

後期高齢者支援金等分 19万円 20万円
介護納付金分 17万円 17万円

計 99万円 102万円

所得による軽減割合 軽減前の均等割額 軽減後の均等割額
軽減なし ３万円 １５，０００円
２割軽減 ２万４千円 １２，０００円
５割軽減 １万５千円 ７，５００円
７割軽減 ９千円 ４，５００円

①課税限度額の引上げ　（総額 3 万円の引上げ） ②未就学児にかかる均等割額の軽減　（一人あたり 5 割軽減）

　令和４年度より、国民健康保険税の支払いについて、
バーコード決済が利用できるようになりました。
　納付書に印刷されたバーコードをスマートフォン等
のアプリで読み取ることで、支払いが可能です。
【利用可能なアプリ】
P
ペ イ ペ イ
ayPay、L

ラ イ ン
INE�P

ペ イ
ay、d�払い、au�P

ペ イ
ay、J-C

コ イ ン
oin

　令和４年度の確定申告の申告期限が３月15日から４月15日へ延長されま
れましたが、３月16日以降に申告した場合は、４月15日までに申告した場
合であっても、７月発送の当初納税通知書に所得額が反映されていない場合
がありますので、あらかじめご了承ください。このような場合、確定申告書
の内容を反映させ、第２期（８月末納期分）以降に該当する方に変更の納税通
知書を郵送します。

★国民健康保険税の納付方法 ★確定申告内容の国民健康保険税への反映

※�現在お持ちの被保険者証の記載が健康増進
課となっている場合でも、有効なものとし
て使用できます。令和５年の一斉更新時に、
変更後の課名での被保険者証をお渡ししま
すので、ご了承ください。

令和４年度国民健康保険税納税通知書を郵送しました

☆7月1日より、健康増進課から保険年金課※に課名が変わりました

４


