
4 月号の見どころ
１面 必要な診察や健(検)診は受けましょう
２面 保険証の一斉更新　　
７面 高血圧が引き起こす重大疾病
 　　お薬との付き合いかた
８面 マイナンバーカードと保険証が一体
 　　化します

コロナ禍で健康悪化していませんか？コロナ禍で健康悪化していませんか？
必要な診察や健 (検)診は受けましょう必要な診察や健 (検)診は受けましょう！！
自覚症状が現れにくい、そんな病気は少なくありません。
だからこそ、定期的な健 (検) 診で健康状態を知ることが健康維持の第一歩です。

このページのお問い合わせ先：健康増進課

  特定健診（生活習慣病の健診）　　  がん検診　　　  かかりつけ医への相談

もしかして、控えていませんか？

（令和3年3月1日現在）

（令和2年4月1日現在）
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●世　帯　数
21,692世帯
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●被保険者数 32,229人 ●世帯数 21,600世帯

会場や医療機関では、換気や消毒を行うなど、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施しています。

お隣さんは受けている人かもしれません

特定健診を受けている人
約２人に１人

1/2でよくわかる東村山市の特定健診
２人に1人は特定健診２人に1人は特定健診

健診を受けない人は受けた人よりも、
医療費が約 2倍と高い傾向にあります

治療中でも特定健診を受診している人
約２人に１人

カラダの調子は悪くないから大丈夫と、
自分の心はごまかせても、検査結果は正直です

初めての特定健診で病気の兆候が見つかった人
約２人に１人

肺がんが気になるかたには、専門医が二重読影する
市の肺がん検診をお勧めしています。

特定健診で胸部レントゲン（任意検査）を受けている人
２人に１人以上

「受けるだけ」で満足していませんか

特定保健指導を受けずに翌年状態が悪化した人
約６人に１人

※令和元年度生活習慣病関連医療費分析結果より

※過去 3 箇年の受診歴が当市にないかたのうち、
　高血圧・糖尿病・高脂血症に係る数値が受診
　勧奨値を超えていたかたの割合

特定保健指導を受けたかたの８割以上が、検査結果の
現状維持または改善をしています。
結果を聞き、保健指導を受けるまでが健診です。
※状態悪化＝メタボリックシンドローム判定の悪化

番外編

自分のために、家族のために、毎年特定健診を受けましょう。

　心臓病や脳卒中など、日本人の死因として多くの人が危険なイメージ
を持つこれらの病気、実は生活習慣病です。あの新型コロナウイルス
感染症も生活習慣病があると重症化しやすいといわれています。

　  　　　　     とは、生活習慣病の予防や早期発見を目的として、「メタボ
　　リックシンドローム」に着目し実施される健診です。

健診は、受けるだけではもったいない。
結果を聞きに行き、自分の体を知って
保健指導を受けましょう！

　メタボ = 単なる肥満ではありません！
　自覚症状は無くても急激に動脈硬化
　が進行します。

知っていますか？
日本人の約６割は生活習慣病で亡くなっています

特定健診

　  　　　　     は、東村山市の部位別死亡率において、
　　　　　　　　　女性は第 1位！　男性は第 3位！
　早く見つかれば治るといわれている病気なので毎年の検診が重要です。

大腸がん

　  　　　　     とは、生活習慣を見直すための指導を、医師または管理栄養士・
保健師といった専門家から受けられるサービスです。対象者は、生活習慣の改善
により生活習慣病を予防できる可能性の高いかたになります。

申込みは不要で、特定健診の受診当日に医療機関へ提出するだけです。
　　　　※ 前年度に特定健診と同時実施の大腸がん検診を受診されていない
　　　　　かたは、別途市へお申込みください。

特定保健指導 
※健診結果は市から送付されないため、必ず受診した医療機関で結果を聞いてください。

令和2年度に特定健診同時実施の大腸がん検診を受けたかた限定！
大腸がん検診用キットが、
   特定健診の通知と一緒に届きます！

令和3年度の健（検）診年間実施予定については、
健康ガイドをご覧ください。

▶︎▶︎「かかりつけ医」についてご存じですか？
かかりつけ医は、風邪などの病気や身体の不調を感じた時に受診

したり、健康に関することを相談できる身近な医師のことです。
かかりつけ医は、日頃のみなさんの健康状態を知っているので、

気軽に体調などに関して相談でき、医療面で早めの対策がとれます。
また、必要な時は専門の医療機関を紹介してもらうことができます。

かかりつけ医はどうやってみつけるの？
なんといっても一度受診してみないと始まりません。
　・風邪や予防接種の時に受診をしてみる
　・特定健診を受ける
　・インターネットで調べる
東村山市医師会のホームページからも探せます。 東村山市医師会 HP

新型コロナウイルス感染症が心配な時の相談方法

●かかりつけ医がいる場合

　日頃受診されている医療機関に
電話で相談します。

　電話番号、診療曜日、診療時間
の確認をしておきましょう。

●かかりつけ医がいない場合、
　相談する医療機関に迷う場合
　土日や夜間等かかりつけ医が休診の場合

東京都発熱相談センター  （令和３年３月1日現在）
　 ０３－５３２０－４５９２　
（24時間、土曜日・日曜日・祝日を含む毎日）
※東京都の相談窓口は変更になる場合があります。

発熱等の症状が生じたかた
主な症状は、発熱やせきなどの呼吸器症状、強いだるさ（倦怠感）などです。
頭痛、嘔吐、下痢、結膜炎、嗅覚・味覚障害等が起きる場合もあります。
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経済的な理由等やむを得ない事情により、国民健康保険税の納付が困難な
場合はご相談ください（内容によりご希望に添えない場合があります）。
保険税を未納のままにすると延滞金が発生するばかりでなく、差押等の滞
納処分を受ける対象となってしまいます。お早目にご相談ください。
なお、納税相談は事前予約をお願いします。納税義務者（世帯主）のかた
以外のかたが代理でご相談いただくときは委任状が必要です。国民健康保険税の納期は9期に分かれています。納め

忘れを防ぐため、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替のお申し込みは「口座振替依頼書」又は「口
座振替受付サービス」（※詳しくは３ページをご覧くださ
い）をご利用ください。
「口座振替依頼書」は市役所収納課窓口、地域サービ
ス窓口、市内および近隣の納付取扱金融機関窓口に置い
てあります。
※口座振替依頼書は、振替開始を希望される納期月の前
月１０日までにお手続きが必要です。

納税相談のご案内納税相談のご案内

口座振替のお願い口座振替のお願い

収納課からのお知らせ収納課からのお知らせ

このマークがついている手続きについては、マイナンバーの記載が必要となります。マイナンバーを記載される際の必要書類は、5 ページをご覧ください。

70歳から74歳のかたへ高齢受給者証を送付します70歳から74歳のかたへ高齢受給者証を送付します

現在お使いの国民健康保険証は令和 3年 9月３０日が有効期限日です。
（※有効期限日が異なる場合もあります）

　新しい保険証を、世帯主様宛に郵送します。

詳しくは、後日、市報・ホームページ等でお知らせします。

【保険証は2年に1回一斉更新を行います】 今
年
は
保
険
証
の

更
新
が
あ
る
よ
！

保
険
証
の
一
斉
更
新

70歳の誕生日の翌月1日（1日が誕生日のかたは誕生月）からご使用いただけます。高齢受給者証は、月末に郵送いたします。
71歳から 74歳のかたは毎年7月下旬に新しい高齢受給者証を郵送いたします。※負担割合については4ページをご覧ください。

医療機関では保険証と高齢受給者証の２つを提示してください !!

〈70 歳になったら〉 ※両方ともカードサイズです。

＋保険証 高齢受給者証保険証

〈70 歳になる前は〉

☆会社の健康保険をやめたとき・・・資格喪失証明書 または 離職票 または 雇用保険受給資格者証
☆任意継続保険が切れたとき・・・資格喪失予定日が記載されている任意継続被保険者証 または 資格喪失証明書
☆転入したとき・・・転入届の際に市民課でお渡しする用紙  　※外国人のかたは、在留カードも必要になります。
☆出産したとき・・・母子健康手帳

■	 税の申告を忘れていたりすると税の決定ができなかったり、金額が大きく変わってしまうことがあります。税の申告は必ずして
ください。（※収入があるかたも、収入がないかたも）

■ 市役所に行く時は、本人確認書類が必要です。
【1点で確認ができるもの】　顔写真付で、氏名・住所または生年月日が記載されているもの（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等）
【2点で確認ができるもの】　氏名・住所または生年月日が記載されているもの（年金手帳、公共料金の領収書（日付が６か月以内のもの）等）

入るときに必要なもの

国民健康保険に入るとき・やめるときの手続き国民健康保険に入るとき・やめるときの手続き

やめるときに必要なもの
☆会社の健康保険に入ったとき・・・会社の保険証（コピー可）　と　国民健康保険証（原本）
☆転出するとき・・・転出届の際に市民課でお渡しする用紙　と　国民健康保険証（原本）
☆死亡したとき・・・死亡診断書のコピー　と　国民健康保険証（原本） 　※葬祭費の申請は５ページを参照

国民健康保険に入るとき、やめるときの手続きは、お早めにご
自身（または同じ世帯の世帯員）が行ってください。会社の保険
に変わっても、会社等ではみなさまの国保をやめる手続きは行い
ません。手続きをしないと、二重に保険に加入していることとな
り、余分な保険税がかかってしまいます。

会社の健康保険に入ったときは、郵送でお
手続きができます！	会社の保険証のコピー
と国民健康保険証（原本）をご郵送ください。
【コピーの余白に、氏名と電話番号と「国保
脱退の手続き」とご記入ください。】
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所得税法の改正により、所得の計算方法に一部変更があります所得税法の改正により、所得の計算方法に一部変更があります
働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から所得税法の改正が行われました。令和 2年分の申告より、特定の収入のみに適用さ
れる「給与所得控除」や「公的年金等控除」から、収入の種類に関わらず適用される「基礎控除」に一定の金額が振り替えられる等の変更があります。
給与収入者や年金収入者については、所得に換算する際の控除額について基礎控除額引き上げと同額の控除額引き下げが行われていますが、改
正の結果前年より所得が高くなることのないように調整が行われています。

保険税の軽減判定所得額における計算方法が変わります

国民健康保険税には、均等割額を計算する際、前年中の総所得金額等の合計に応じて適用される軽減制度があります。（申請は不要です。）
所得税法改正にあたって、改正を原因とする軽減割合の変更がないよう、軽減判定を行う所得額の計算方法が変更されました。
なお、この軽減判定は確定申告・住民税申告・年末調整等で前年中の所得状況について申告が行われているかたが対象となります。

主な変更内容

基礎控除 基礎控除額が 10万円引き上げられます。（旧：33万円⇒新：43万円）また、合計所得金額が 2,400万円
を超えるかたは金額に応じて基礎控除額が変更されます。

給与所得控除 給与収入から控除される金額が 10万円引き下げられます。また、上限が適用される収入額が 1,000 万
円から850万円に、控除される金額の上限額が 220万円から195万円に変更されます。

公的年金等控除 公的年金等に係る収入から控除される金額が 10万円引き下げられます。また、控除される金額に最大
195万 5千円の上限額が設定されます。

所得金額調整控除 給与収入が 850万円を超え、一定の条件を満たす場合は、給与所得から最大 15万円が控除されます。
計算の結果、給与所得と年金所得が両方ある場合は、給与所得から最大 10万円が控除されます。

 例 1
【年齢 50 歳、1 月から 12 月までの収入（所得）
が不動産所得 300 万円】の A さんの場合

　給与収入・年金収入以外
の収入（事業収入、不動産収
入、等）を得ていたかたにつ
いては、所得から差し引く基
礎控除額引き上げの影響を
受けます。

　所得額が等しい場合、令
和３年度保険税所得割額を
算定する算定基礎額につい
て、令和２年度の額よりも10
万円下がります。

令和元年分
所得額 基礎控除額 算定基礎額

300万円 33万円 267万円

令和2年分
所得額 基礎控除額 算定基礎額

300万円 43万円 257万円

注 1　特定同一世帯所属者（75 歳到達
等により、国民健康保険から後期高
齢者医療制度に移行した旧国保被保
険者）を含む

注 2　給与所得者等＝給与所得を有する
者または公的年金等に係る所得を有
する者。 

 両方を有する者は 1 人分として扱う。

詳しくは課税課ホームページ
「令和3年度から適用される

住民税の改正点」をご覧下さい。

 例 2
【年齢 38 歳、1 月から 12 月までの収入（所得）
が給与収入 100 万円】の B さんの場合

給与収入や年金収入の場
合、収入から差し引く控除額
が 10 万円引き下げとなって
いるため、給与収入額が同
額であれば所得額は 10万円
上がります。

しかし、基礎控除額も10
万円引き上げとなっているた
め、結果として算定基礎額に
影響はありません。

令和元年分
所得額 基礎控除額 算定基礎額

35万円 33万円 2万円

令和2年分
所得額 基礎控除額 算定基礎額

45万円 43万円 2万円

【東京都から令和３年度の標準保険料率が示されました】

標準保険料率：納付金や保険税の収納率などに応じて算出
され、国保が一般会計からの赤字に頼ることなく安定的に
運営するために必要な税率を表したもので、この標準保険
料率を参考に市の税率を決定します。

標
準
保
険
料
率

医療分 後期分 介護分
所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

標準保険料率 6.82% 40,110 円 2.53% 14,491 円 2.58% 18,821 円

東村山市 5.75% 35,700 円 1.90% 11,800 円 1.90% 14,300 円

標準保険料率との差 1.07% 4,410 円 0.63% 2,691 円 0.68% 4,521 円

▶▶▶キャッシュカードで口座振替登録ができます
①

ペイジー口座振替受付サービスはキャッ
シュカードを専用端末に通すだけで口座振
替をお申し込みいただけます。

▶東村山市役所 本庁舎  1 階　保険年金課
▶東村山市役所 本庁舎  2 階　収納課
▶東村山市役所 いきいきプラザ １階　介護保険課 

▶右記の対象金融機関のキャッシュカード
▶暗証番号
納税通知書もお持ちいただけると手続きが楽になります。 

▶市民税・都民税（普通徴収分）
▶軽自動車税（種別割） 
▶固定資産税・都市計画税　

・みずほ銀行　　・りそな銀行　   ・西武信用金庫　・飯能信用金庫
・三菱 UFJ 銀行  ・きらぼし銀行　 ・多摩信用金庫　・埼玉りそな銀行
・三井住友銀行　・武蔵野銀行　   ・青梅信用金庫　・ゆうちょ銀行

3つの
特徴

③
銀行印がなくても登録
できます。

②
納期限の２週間前までなら、該当の納期
から口座振替が可能です。 

対象となる
税金・料金

利用可能な
金融機関

▶国民健康保険税 （普通徴収分）
▶介護保険料（普通徴収分）　 
▶後期高齢者医療保険料 （普通徴収分）

受付場所

お持ちいた
だくもの

◀
CASH CARD

銀行印
不要

口座名義人様のみが手続きすることができます。

軽減判定所得額 （前年中の総所得金額等）

【変  更  前】
【変  更  後】

〇世帯の被保険者に給与所得者等（注2） 
が1人いる、または0人の場合

〇世帯の被保険者に給与所得者等（注2）

が2人以上いる場合

7割軽減 33万円以下の世帯 43万円 以下の世帯 43万円＋（給与所得者等の数－1）×10
万円以下の世帯

5割軽減
33万円＋被保険者数（注1）×
28万5千円以下の世帯

43万円＋被保険者数（注1）×28万5千円
以下の世帯

43万円＋（給与所得者等の数－1）×10
万円＋被保険者数（注1）×28万5千円以
下の世帯

2割軽減
33万円＋被保険者数（注1）×
52万円以下の世帯

43万円＋被保険者数（注1）×52万円以下
の世帯

43万円＋（給与所得者等の数－1）×10
万円）＋被保険者数（注1）×52万円以下
の世帯
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これから医療機関へ高額な医療費の支払いがある場合
（まだ医療機関への支払いが済んでいない場合）

国民健康保険の給付

【限度額適用認定証】
ひとつの医療機関（保険薬局、指定訪問看護事業者を含む）でひと月の医

療費の支払いが高額になる場合は、「限度額適用認定証」をご利用ください。
あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで、

自己負担限度額を超える分を支払う必要がなくなります。また、住民税非課
税世帯のかたは入院時に食事代が減額されます。
	自己負担限度額は年齢と所得の区分によって異なります。【表１】及び【表

２】を参照ください。
＊ 70 歳から 74 歳の課税世帯（現役並み所得者Ⅲおよび一般区分）のかたは、
高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりとなるため、手続きの必要はあ
りません。

＊住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額認定証」になります。

【申請に必要なもの】
■適用を受けるかたの保険証
■適用を受けるかた以外が申請に来られる場合はそのかたの身分を確認でき
るもの

■住民税非課税のかたで直近の一年間で入院期間が 90 日を超えている場合
は、入院日数のわかる領収書

◎申請は世帯単位ではなく個人単位です。
◎転入等により国保加入直後に限度額適用認定証を申請する場合、
		その場で発行することができない場合があります。予めご了承ください。
※世帯に住民税未申告のかたがいる場合は、正しい区分が算定できないため、
区分ア（70 歳未満）または区分一般（70 歳から 74 歳）となります。所得が
0円であっても住民税の申告をお願いします。

※保険税に滞納がある世帯のかたは、限度額適用認定証を交付できないこと
があります。

どっち？

 医療費が高額になったとき

★ 1　過去 12か月間に、一つの世帯で 4回以上世帯単位の高額療養費の対象となった場合の自己負担限度額。
★ 2　食事代の減額には、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。区分がオまたは低所得者Ⅱに該当するかたの場合、

申請を行なった月以前の 12か月の入院日数が 90日を超える場合は、食事代がさらに減額される場合があります。入院日数
のわかる領収書をお持ちいただき、お手続きください。

【負担割合】
　現役並み所得者 .......３割負担
　上記以外のかた .......２割負担

【所得区分】
◆ 現役並み所得者
世帯に課税所得（市民税課税標準額）が145万円以上の70歳か
ら74歳の国保加入者がいるかた。ただし、収入額が下の表のい
ずれかの場合は、申請により負担割合が２割になります。

◆ 一般
課税世帯で現役並み所得者Ⅰ〜Ⅲに該当しないかた。

◆ 低所得者Ⅱ
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯に属
するかたのうち、低所得者Ⅰに該当しない世帯に属するかた。

◆ 低所得者Ⅰ
同一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０円のかた。（年金収入は80万円以下）

所得区分 負担
割合

自己負担限度額（月額） 自己負担限度額
（4回目以降）

★1
食事代（1食につき）

外来（個人単位） 外来+入院（世帯単位）
現役並み所得者Ⅲ

（課税所得690万円以上）

3 割

252,600円+（医療費の総額-842,000円）×1% 140,100 円

460 円

現役並み所得者Ⅱ
（課税所得380万円以上） 167,400円+（医療費の総額-558,000円）×1% 93,000 円

現役並み所得者Ⅰ
（課税所得145万円以上） 80,100円+（医療費の総額-267,000円）×1%

44,400 円一　般
（課税世帯で現役並み所得者
Ⅰ～Ⅲに該当しないかた）

2 割

18,000 円
  【年間上限
     144,000 円】

57,600 円

低所得者Ⅱ
（住民税非課税世帯）  8,000 円 24,600 円

90日以下 ★2 210 円
91日以上 ★2 160 円

低所得者Ⅰ
（住民税非課税世帯）  8,000 円 15,000 円 100 円

【表 1】70歳未満のかたの自己負担限度額（月額）・入院時食事代
所得区分

自己負担限度額
（診療月単位）

自己負担限度額
（4回目以降）

★1

食事代
（１食につき）総所得金額等（基礎控除後の所得

金額）※旧ただし書き所得
適用
区分

901万円超 ア 252,600 円 +（医療費の総額
-842,000 円）× 1% 140,100 円

460 円

600万円超
901万円以下 イ 167,400 円 +（医療費の総額

-558,000 円）× 1% 93,000 円

210万円超
600万円以下 ウ 80,100 円 +（医療費の総額

-267,000 円）× 1%
44,400 円

210万円以下
（住民税非課税世帯を除く） エ 57,600 円

住民税非課税世帯 オ 35,400 円 24,600 円
90日以下 ★2 210 円
91日以上 ★2 160 円

【表２】70歳から74歳のかたの自己負担限度額（月額）・入院時食事代

70歳から74歳のかたへ

このマークがついている手続きについては、マイナンバーの記載が必要となります。マイナンバーを記載される際の必要書類は、5 ページをご覧ください。

同一世帯の70歳から74歳の
国保加入者の人数 収入額

1 人

収入合計が 383 万円未満

国保から後期高齢者医療制度に移行
したかたも含めて

収入合計が 520 万円未満

2 人以上 収入合計が 520 万円未満

※
還
付
金
詐
欺
の
電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
保
険
年
金
課
か
ら
電
話
で
還
付
金
の
お
知
ら
せ
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ご注意ください 給付の所得判定は８月～７月を一年間としています。令和３年７月診療分までは令和元年（平成 31）年中の所得、
令和３年８月～令和４年７月診療分までは令和２年中の所得に基づき、所得区分を判定します。

【高額療養費】
同一の月に医療機関で療養（食事療養を除く）を受けたときに支払う医療費

（保険診療分）の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分
の額が高額療養費として世帯主のかたに支給されます。
※入院時の食事代や保険診療の対象とならない差額ベッド料等は対象外です。

【申請方法】
高額療養費の支給に該当する場合には、該当診療月の概ね３か月後に「高額

療養費支給申請（請求）書」を送付します。申請書に記入・押印し、該当する
診療月の領収書を持参の上、保険年金課の窓口で申請してください。領収書
は窓口で確認し、その場で返却します。（郵送の場合は、領収書のコピーを申
請書に同封してください。）
※	医療機関から市への請求が遅れた場合には、申請書の発送も遅れることも
あります。ご了承ください。

【高額療養費の算定方法】
◆ 70 歳未満のかた　【表 1】を参照ください。
◎	歴月の 1日から末日までの受診について１か月として算定します。
◎	同じ月内で診療報酬明細書（レセプト）１枚あたりの自己負担額が
　	２１，０００円以上のものを合算します。
◎	レセプトは病院、診療所、歯科、薬局、入院、外来ごとに別になります。
ただし、外来とその処方せんの調剤は合算されます。

◎	同じ世帯内に 70歳から 74歳（高齢受給者証をお持ち）のかたがいる場合は
その分も含め計算されます。

◆ 70 歳から 74 歳（高齢受給者証をお持ち）のかた　【表 2】を参照ください。
暦月の１か月間に受診したすべての医療費の一部負担金が高額療養費の計

算対象となります。まず外来が個人単位で計算され、入院がある場合は外来
も含め世帯単位で計算されます。

医療機関へ支払った医療費が高額だった場合
（すでに医療機関への支払いが済んでいる場合）

どっち？
これから病院
にいくよ。

医療費高かっ
たよ〜？？ ？？
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このマークがついている手続きについては、マイナンバーの記載が必要となります。マイナンバーを記載される際の必要書類は、上記の通りです。

国保の手続きには特定個人番号（マイナンバー）の記載が必要となります

※代理人が本人に代わってマイナンバーを記載する場合、本人の委任状が必要となります（同一世帯のかたの場合は不要）。委任状は本人が直筆で署名・捺印してください。

【マイナンバーの記入に必要なもの】

【１点で確認できるもの】 
顔写真つきで
氏名・住所または生年月日の記載があるもの 
　○マイナンバーカード	　○運転免許証	
　○パスポート　　　　　　	　　　など	

または

【２点で確認できるもの】 
氏名・住所または生年月日の記載があるもの
　○現在有効な保険証
　○年金手帳
　○源泉徴収票　　　　など	

番号確認書類
身元確認書類

マイナンバーカード 
または 
通知カード

出産育児一時金 交通事故等、第三者行為によるケガをしたとき

国保加入者が妊娠 85日以上で出産（生産、死産、流産等の別は問いません）
した場合、出産育児一時金が支給されます。
世帯の負担軽減のため、出産育児一時金を国保から医療機関等へ振り込む「直

接支払制度」「受取代理制度」があります。事前に出産予定の病院等にご確認く
ださい。
直接支払制度・受取代理制度を利用しなかった場合や出産費用が一時金に満

たなかった場合の差額分は、保険年金課へ申請が必要となります。
【給付金額】　　対象となる出産に対し、40万4千円
　　　　　　（産科医療補償制度対象の分娩の場合は42万円）			

【申請に必要なもの】
①	出産したかたの保険証
②	母子手帳または準ずる証明書（医師の証明書）
③	出産費の請求領収明細書
④	直接支払制度の合意文書
⑤	世帯主名義の金融機関名・支店名・口座番号
※海外での出産の場合は、上記のほかに②および③の日本語訳、出産前後の
渡航記録の記載があるパスポート、世帯主の印鑑、調査に関わる同意書
（保険年金課にあります）が必要となります。なお、翻訳文には翻訳者の住所、
氏名の記載が必要です。

第三者行為によって受けたケガが原因で、国保の保険証を使用して診療にかか
る場合、届出が必要になります。まず保険年金課国保給付係まで一報いただい
た上で、必ず「傷病届書類一式」を提出してください。
＊傷病届の提出は、法令により義務付けられています。

【該当するケース】
■　自動車・自転車事故（自損事故含む）　
■　他人の飼い犬にかまれ負傷
■　スポーツで他人と接触し負傷
■　暴力行為	

【届出に必要なもの】
①	第三者行為による傷病届一式
				（保険年金課にあります）
②	事故証明書と診断書の写し
③	保険証
④	印鑑 ご注意ください！

書類を提出いただけない場合や不利な示談等をした場
合、加害者に費用を請求できなくなるため、被保険者自
身にご負担いただくことがあります。

｢障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律｣ に基づく
自立支援医療（精神通院）を受けているかたで、国保世帯全員が住民税非課税
の場合、申請により｢国保受給者証（精神通院）｣ を交付します。証を医療機関等
の窓口で提示することにより、自己負担額が控除されます。（都外で受診及び処方
をされるかたは申請により医療費を返還できる場合もあります。）
※自立支援医療（精神通院）については、障害支援課で手続きをしてください。

｢感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律｣ に基づく医療を
受けているかた（小平保健所での手続きが必要です。）で、住民税非課税のかた
は申請により自己負担額が控除されます。（20 歳未満のかたは世帯主、20 歳以上
のかたは本人の課税状況で判定します。）

結核医療給付金

★海外出産の調査について
　　海外出産に係る出産育児一時金の申請・支給について審査
を強化しています。そのため、現地医療機関への受診確認等
を行う場合があります。また、制度の性質上、出産育児一時
金は出産されたかたが帰国後に申請ください。

下記の特定疾病については、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示するこ
とにより、毎月の自己負担が 1万円または 2万円となります。
また、東京都の助成制度を受けることにより、さらに自己負担が軽減される場
合があります。	（別途、障害支援課でのお手続きが必要です。）
※世帯に住民税未申告のかたがいる場合は自己負担限度額が２万円となります。

【対象疾病】
■　人工腎臓を実施している慢性腎不全
■　血友病
■　抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群等

特定疾病療養受療証

国保加入者が亡くなった場合、申請することで葬儀執行人に５万円が支給され
ます。

【申請に必要なもの】
①	亡くなられたかたの保険証	
②	葬祭執行人の氏名を確認できる葬儀の領収書又は会葬礼状
③	葬祭執行人名義の金融機関名・支店名・口座番号

精神医療給付金

国保加入者が、次のいずれかに該当して一時的に生活が困窮した場合、保険
医療費の窓口負担を、一定期間、減免または猶予することができます。詳細はお
問い合わせください。
～基準～
■	震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、
又は資産に重大な損害を受けたとき。
■	干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類す
る理由により収入が著しく減少したとき。
■	事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
■	前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

医療費の支払いでお困りのかたへ～一部負担金減免・猶予～

新型コロナウイルス感染症の傷病手当金

東村山市国民健康保険の加入者のかたで、新型コロナウイルス感染症に感染
もしくは、疑いのある症状があった際、会社等を無給で休んだ場合に傷病手当
金が支給されます。
・支給期間　労務に服することが出来なくなった日から起算して３日を経過した日
　　　　からその労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
・支給額　　直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷就労日数×２／３×
　　　　支給対象となる日数
※傷病手当金の適用期間は、変動しますので、	詳細は、お問い合わせください。

葬祭費
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令和 3 年度 保養施設一覧
施  設 名 所  在  地 電   話

1 ホテル紅葉館　（※） 山形県最上郡鮭川村 0233（55）2081
2 加登屋旅館　（※） 山形県最上郡鮭川村 0233（55）2525
3 松葉荘　（※） 山形県最上郡鮭川村 0233（55）2539
4 花見屋 福島県会津中の沢温泉 0242（64）3621
5 ホテル銀水 群馬県伊香保温泉 0279（72）3711
6 養浩亭 埼玉県秩父郡長瀞町 0494（66）3131
7 おくたま路 東京都青梅市 0428（78）9711
8 かんぽの宿 青梅 東京都青梅市 0428（23）1171
9 ホテル南風荘 神奈川県箱根湯本温泉 0460（85）5505

10 松風苑 静岡県網代温泉 0557（68）3151
11 つるや旅館 長野県鹿教湯温泉 0268（44）2121
12 ニュー・グリーンピア津南 新潟県中魚沼郡津南町 0257（65）4611
13 シャーレゆざわ銀水 新潟県越後湯沢温泉 0257（87）4141
14 シーユース雷音 新潟県柏崎市 0257（22）5740
（※）東村山市とは別に施設所在地の鮭川村から１回のご利用につき１人２千円の補助があります。
♦　保険年金課窓口にて保養施設の案内冊子をご用意しています。

このマークがついている手続きについては、マイナンバーの記載が必要となります。マイナンバーを記載される際の必要書類は、5 ページをご覧ください。

療養費 海外療養費

国保加入者が次のような場合、支払った額の一部が療養費として支給されます。
①医師が必要と認め、コルセット等の治療用装具を作成したとき
②緊急やむを得ない理由で保険証を提示せずに診療を受けたとき
③輸血のため生血の費用を負担したとき（親族以外に限る）

【申請に必要なもの】
＜全てのかた＞
　対象者の保険証、世帯主名義の金融機関名・支店名・口座番号
＜①～③それぞれに該当のかた＞
　①医師の診断書（または意見書、指示書）、補装具の領収書、内訳書
　　（領収書に内訳が入っていれば不要）、補装具の写真（靴型装具の申請の場合）
　②診療報酬明細書、領収書
　③医師の意見書、生血に要した費用の領収書

国保加入者が海外渡航中にけがや急病でやむを得ず現地の医療機関を受診し
た場合、支払った額の一部が海外療養費として支給されます。ただし、日本国内
で保険適用となっていない医療行為を受けた場合や治療目的で渡航した場合は
支給対象となりません。

【申請に必要なもの】
対象者の保険証、印鑑、世帯主名義の金融機関名・支店名・口座番号、診療
日前後の渡航記録の記載のあるパスポート、診療内容明細書及び翻訳文、領収
明細書及び翻訳文、領収書、調査に関わる同意書
※翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記載が必要です。
※診療内容明細書と領収明細書は保険年金課窓口で配布しています。現地の医
師に記入していただく書類ですので、渡航前にご準備ください。

柔道整復（接骨院・整骨院）
○保険証が使える場合
　・外傷性が明らかな打撲、捻挫、挫傷（肉離れなど）
　・骨折、脱臼の応急手当（応急手当ではない場合、あらかじめ医師
　　の同意が必要）
○施術を受けるときの注意
　　柔道整復師が患者に代わって保険請求を行う場合、「柔道整復施術療養費
　支給申請書」に患者の署名が必要となります。
○保険証が使えない場合
　・日常生活からくる単純な疲労や肩こり、腰痛
　・スポーツや仕事による筋肉痛、筋肉疲労
　・病気（神経痛、リウマチ、五十肩、関節痛、ヘルニア等）による凝りや痛み
　・脳疾患後遺症等の慢性病
　・症状の改善の見られない長期の施術
　・保険医療機関（病院、診療所等）で治療中の負傷

市では 25歳から 39歳の国保加入者の健康づくりに役立てるため、健
康診査を実施しています。新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みて、
実施時期については未定となっており、対象のかたには、日程が決まり
次第、案内通知文を送付しますのでご確認ください。
対　　象　　25 歳から 39 歳（令和４年３月 31 日現在）の
　　　　　　東村山市国民健康保険加入者　
実施時期　　未定
内　　容　　身体計測・血液検査・尿検査等
　　　　　　＊検査項目の詳細は送付物をご覧ください
費　　用　　無料
問い合せ先　　保険年金課

25歳から39歳のための若年層健康診査

　国保加入者が次の要件全てに該当する場合に、最も経済的な通常の経路や方
法により移送された場合の費用の一部が移送費として支給されます。
①移送により法に基づく適切な診療を受けたこと
②移送の原因である疾病または負傷により移動することが著しく困難であったこと
③緊急その他やむを得なかったこと

【申請に必要なもの】
対象者の保険証、世帯主名義の金融機関名・支店名・口座番号、医師の意見書、
領収書

移送費

★海外療養費の調査について
　　海外療養費の申請・支給について審査を強化しています。
現地医療機関への受診確認等を行いますので申請の際、同意
書の記入をお願いいたします。また、制度の性質上、海外療
養費は受診したかたの帰国後に申請ください。不正請求に対
しては警察と連携して厳正な対応を行っています。

「医療費のお知らせ」を発送します・・・・・・・・・・
国保加入世帯には、年２回「医療費のお知らせ」を送付します。
発送時期は、令和３年 11 月下旬（令和２年 11 月～３年６月診療分）と令和

４年２月下旬（令和３年７月～ 10 月診療分）。
このお知らせは確定申告における医療費控除の申告手続きの添付書類として

利用することができます。なお、令和３年 11 月、12 月診療分は領収書に基づ
いて別途「医療費控除の明細書」を作成し、申告書へ添付する必要があります。
この場合、領収書は確定申告期限から５年間保存する必要がありますので、捨
てずに保管しておいてください。

医療費適正化のための調査にご協力をお願いします。
接骨院・整骨院で保険証を使用した場合、市が委託した事業者から被保険者

のかたに施術内容についての調査の手紙が届くことがあります。施術内容等を
再度確認していただくことで、医療費の適正化を図ることを目的としています。
調査の趣旨にご理解いただき、期限内の回答にご協力をお願いいたします。

マッサージ

○保険証が使える場合
・	筋麻痺や関節拘縮等であっ
て医療上マッサージを必要
とする症例について、医師
が必要と認めた場合

はり・きゅう

○保険証が使える場合
・	慢性病（主として神経痛、リウマチ、頸腕
症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後
遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患）
で医師による適当な治療手段がないものに
ついて、医師が必要と認めた場合

国保温泉センター割引利用券

国保温泉センター割引利用券を配布しています。	保険証を持参の上、窓口にお申
し出ください。なお、割引を受けられるのは東村山市の国民健康保険に加入されて
いるかたのみですので、ご留意ください。（後期高齢者医療制度ご加入のかたはご利用できません。）
　【対象の温泉】
　　●		「もえぎの湯」（奥多摩町）　　	 ●		「数馬の湯」（檜原村）
　　●		「瀬音の湯」（あきるの市）　　	 ●		「つるつる温泉」（日の出町）
　※新型コロナウイルス感染症の影響で、営業時間が変更となっていることがあります
　　ので、ご利用の際はご注意ください。

国保・後期高齢者医療制度で利用できる保養施設

市と契約している関東周辺の温泉地などの宿泊施設料金を助成します。
　●	助成対象者	 東村山市国民健康保険加入者及び後期高齢者医療制度加入者
　●	利用回数	 一人年２泊まで（4月1日～翌年 3月31日）
　●	助成上限金額	 一泊につき3,000 円（未就学児 1,500 円）
　【申込み方法】
①希望の保養施設に宿泊の予約をします（予約の際に「東村山市の国保または後
　期高齢者医療制度に加入している」とお伝えくだい）。
②前日までに保険証（利用するかた全員分）を持参して保険年金課の窓口で助成
　券の申請をしてください。
③宿泊当日、助成券を宿泊施設へ提出すると料金から助成金分が差し引かれます。
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国保国保のの財政状況 財政状況 ～事実上の赤字続く～～事実上の赤字続く～
令和元年度の通信簿令和元年度の通信簿（多摩26市中の成績）（多摩26市中の成績）

１人当たり医療費（保険給付費）	 4 位	（367,063 円）
１人当たり医療費に対する保険税負担率	 16 位	（25.2%）
１人当たり国民健康保険税賦課額	 13 位	（92,643 円）
国民健康保険税（料）現年分収納率	 22 位	（92.45%）
特定健康診査（40歳以上対象）実施率	 19 位	（48.7%）
　　参考：若年層健康診査（25歳～ 39歳対象）　	21.65%
特定保健指導実施率	 9 位	（15.8%）
（東京都提供資料より）

「ポリファーマシー」って
知っていますか？

令和元年度決算は、歳出総額約153億8千万円、歳入総額約156億円、
2億 2千万円の黒字決算となりました。しかし、依然一般会計からの
繰入金があるため、事実上の赤字が続いています。
また、加入者は減少しているにもかかわらず、医療費の増加が続い
ており、多摩 26 市の中でも医療費が高い状況が続いています。
１人ひとりが健康的な暮らしを心掛けることが、保険制度を維持し
ていく上でとても大切です。皆さんのご理解・ご協力をお願いします。 入院にかかる1人当たりの医療費も

東村山国保は高いんだ。

生活習慣病のうち有病率が高い疾病は、高血圧性疾患・糖尿病・脂質異常症です。特に高血圧性疾患は医療費総額の 3.6％
を占め、患者数は高年齢層において増加傾向にあります。高血圧症は身近に多く、自覚症状の低さから軽視される傾向があり
ますが、高血圧の悪化は脳卒中や心疾患及び腎疾患等の重大疾病への発症・再発を高める要因となりますので注意が必要です。

高血圧は脳・心血管病の最大の危険因子国保の医療費分析

使用データ：入院・入院外・調剤の電子レセプト　分析期間：平成 31 年３月～令和２年２月診療分レセプト　医療費：診療報酬請求明細書に記録される
点数を 10 倍にした費用額

生活習慣病 10 疾病別 患者１人当たりの医療費と有病率

3位 脂質異常症

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

患者1人当たり
医療費（円）

糖
尿
病

脂
質
異
常
症

高
血
圧
性
疾
患

虚
血
性
心
疾
患

く
も
膜
下
出
血

脳
内
出
血

脳
梗
塞

脳
動
脈
硬
化（
症
）

動
脈
硬
化（
症
）

腎
不
全

51,652 35,113 42,528 54,772 

332,188 

256,520 

21,335 23,174

682,674

有病率(%)

2.2%
3.3%

0.1%

4.2%

0.8%
0.3%

7.7%

22.7%1位 高血圧性疾患

有病率が高い3疾病
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高血圧を起因とする高血圧性
疾患は、医療費総額及び患者数
とともに高い水準で推移し、患
者の約85％は60歳以上で年齢
とともに増加している。

高血圧症、本態性高血圧症、
高血圧性心疾患、高血圧性
腎疾患など

高血圧性疾患の主な疾病

「腎不全」は医療費総額及び１人当たり医
療費が最も高い状況で推移している。分析
の結果「人工透析」患者数の高止まりが
要因である。

高血圧症及び関連疾病の医療費及び有病率

みんなで取り組もう「セルフメディケーション」

残薬調整を推進している調剤薬局  （令和3年1月時点）

高血圧症　（「高血圧性疾患」のうち、次の疾病を対象に集計）
「本態性（原発性〈一次性〉）高血圧（症）」、「二次性〈続発性〉高血圧（症）」
関連疾病　（以下の疾病を対象に集計）

脳血管障害
「くも膜下出血 」、「脳内出血 」、「脳梗塞 」、「脳動脈硬化（症）」、
「その他の脳血管疾患」

心疾患
「虚血性心疾患」、「その他の心疾患」、「高血圧性心疾患」、
「高血圧性心腎疾患」

腎疾患
「糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患」、「腎不全」、「高血
圧性腎疾患」

血管疾患 「動脈硬化（症）」、「その他の循環器系の疾患」（一部）

高血圧症有病率…被保険者数に占める高血圧症患者数の割合。

生活習慣病10疾病別
厚生労働省「特定健康診査等実施計画作成の手引き（第2版）」に記載された
生活習慣病（疾病中分類）の10疾病項目。

有病率…被保険者数に占める患者数の割合。

　多くの薬を服薬することで、飲み合わせにより
様々な副作用を起こすことです。異なる医療機関
から同じ効能の薬が重複して処方されることもあ
り、特に受診の機会が多い高齢者は注意が必要で
す。かかりつけ医やお薬手帳を持つことで、この
リスクを軽減することが期待できます。

住 所 薬     局     名 住 所 薬     局     名

青葉町

青葉調剤薬局 久米川町 ゆらき薬局　久米川店
けやき調剤薬局 そうごう薬局　東村山店
サンドラッグ東村山青葉町店

諏訪町

稲垣薬局東村山諏訪店
かたくり薬局 稲垣薬局　東村山店
ラルゴ薬局 アイリス薬局

秋津町

みまつ調剤薬局 さかえ薬局北山店
秋津エビス薬局 多摩湖町 宮本薬局
タケウチ薬局 野口町 あおば薬局野口店
あけぼの薬局　秋津店 萩山町 萩山調剤薬局

恩多町
万年橋薬局 富士見町 たんぽぽ薬局
三共薬局恩多町店 富士見町調剤薬局
健祥堂薬局恩多町店

本町

龍光堂薬局

栄町

久米川薬局 さかえ薬局東口店
健祥堂薬局栄町店 はら薬局
ウィング栄町薬局 さかえ薬局本町支店
栄町調剤薬局 かめや薬局
岡部薬局 田辺薬局東村山店
やさか調剤薬局 キマタ調剤薬局
グリーン薬局 市役所通り薬局
共創未来　八坂薬局　 美住町 メディカル薬局美住町店
あい薬局 廻田町 ひまわり薬局久米川グリーン薬局

薬局ごとに何冊も
持っていませんか？

　お薬手帳が複数あると、薬剤師が薬の重複や
飲み合わせなどのチェックができません。医師
や薬剤師に正確な情報を伝えるためにも、お薬
手帳は 1冊にまとめましょう。

約 78％の人がジェネリック医薬品を利用
しています　　　　 （令和3年1月時点　普及率78％）

　ジェネリック医薬品に切り替えるとお薬代が安くなる
可能性のあるかたにはお知らせを郵送しています。切替
希望のかたは医師や薬剤師へ相談しましょう。
＊すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではあ
　りません。医師の判断で変更不可のこともあります。

節薬（残薬）バッグを活用しましょう

　いつも飲んでいる処方薬で、飲み残
しがあるときは、節薬バッグに入れて
かかりつけ薬局へ相談しましょう！
　残った薬を次回に活用すれば、お薬
代が安くなる可能性があります。

節薬バッグ配布中 !

セルフメディケーションとは、「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てすること」
（WHO 定義）です。皆様が自発的に病気やお薬の知識を身につけ、健康管理や疾病予防に取り組んでいただく
ことが求められており、皆様の健康の維持や、医療費の軽減、医療費適正化にもつながっていきます。

知っておきたい
お薬とのつき

あいかた

高血圧症
有病率（%）高血圧症医療費(円) 関連疾病医療費(円)
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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
令和３年３月より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用するためには、事前の登録が必要です。
医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすだけで医療保険資格を確認することができ、簡単、便利にご利用いただけます。
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表
　予定です。
※従来の健康保険証も引き続き受診が可能です。

健康保険証として利用できるようになることを踏まえ、まだマイナンバーカードをお持ちでないかたに地方公共団体情報システム機構（J-LIS）より、申請
に必要な「マイナンバーカード交付申請書（QRコード付き）」が送られています。
マイナンバーカードは、健康保険証として利用できるほか、身分証明書として使えたり、コンビニで住民票が取れたりなど、暮らしを便利にする機能がた

くさんあります。ぜひ、この機会に取得しましょう。

【マイナンバーカードの取得について】　　　市民部市民課　０４２－３９３－５１１１　　内線 2512～ 2517

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、医療保険の資格をオンラインで確認します。こ
れに伴い、保険証等の記号・番号を個人単位化する必要があることから、個人を識別する２桁の枝番が追
加されます。

令和３年４月以降、新たに発行される保険証等に 2桁の枝番が印字されます。
令和３年３月までにすでに保険証等をお持ちのかたにつきましては、次回の一斉更新時に切替となります。
※枝番が追加されていない保険証等も医療機関等で引き続き利用が可能です。

マイナンバーカードを取得しましょう！

保険証に個人を識別する枝番が追加されます！

① マイナンバーカードをカードリーダーにかざす

顔認証を機器で行い本人確認をします。
※顔写真は機器に保存されません。

② オンラインであなたの医療保険資格を確認

マイナンバーカードのＩＣチップにある電子証明書により、
医療保険の資格をオンラインで確認します。

利用申込方法　今すぐ申込可能です！

● ブラウザで「マイナポータル」と検索し、マイナポータルへアクセスする。
    ※「マイナポータル AP」は閉じてください。

● 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリックする。

● 「マイナポータル利用規約」を確認して、同意する。
　  ※併せて、マイナポータルの利用者登録が行えます。

● マイナンバーカードを読み取る。
　 市町村窓口で設定した数字４桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカー
　 ドをスマホにぴったりと当てて、読み取り開始ボタンを押します。

① 申込者本人のマイナンバーカード
　　＋あらかじめ市区町村窓口で設定した暗証番号 （数字 4 桁）
② マイナンバーカード読取対応のスマートフォン （またはパソコン＋ IC カー
　 ドリーダー）
③ 「マイナポータル AP」のインストール （iPhone のかたは App Store、
　 Android のかたは Google Playで 「マイナポータル AP」を検索）

ステップ１

ステップ 2

ステップ 3

ステップ 4

申込完了!

必要なもの

メリット
１ 就職・転職・引越をしても

健康保険証としてずっと使えます！
※医療保険者への加入の届出は引き続き必要です。

メリット
2

あなたが同意をすれば、
初めての医療機関等でも、

今までに使った正確な薬の情報が
医師等と共有できます！

メリット
3 マイナポータルで自身の特定健診情報や

薬剤情報・医療費情報が見られます！
※令和３年１０月 ( 予定 ) から確認できます。

メリット
4 マイナポータルで確定申告の

医療費控除が簡単にできます！
※令和３年分の確定申告 ( 予定 ) からできます。

メリット
5　　 オンラインでの資格確認により、高齢受給者

　　 証や限度認定証の持参が不要になります！
※マル乳・マル子医療証等の自治体独自の

　　　  医療証は持参が必要です。

平日：9時30分〜20時　土日祝：9時30分〜17時30分

東　 京　 都
国民健康保険
被保険者証

氏　　　　名
生 年 月 日
交付年月日
世帯主氏名
住　　　　所

保険者番号 交付者名 東京都東村山市

東村山   太郎
昭和〇年〇月〇日　　性  別　  男
令和〇年〇月〇日
東村山   太郎
東京都東村山市本町１丁目２番地３

有　効　期　限　令和〇年〇月〇日
適用開始年月日　令和〇年〇月〇日

記号 36－〇〇 番号 〇〇〇〇　（枝番）01

印1 3 8 3 6 2


