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（令和５年3月1日現在）

●被保険者数
30,109人

●世　帯　数
20,683世帯

被保険者と世帯

1

健康保険証利用の申込方法（健康保険証利用の申込方法（ スマートフォスマートフォンン の場合）の場合）
利用するブラウザ用（iOS 版または Android 版）のマイナポータルアプリをインストールします。

２ ３ ４

７５ ６

スマートフォン以外にもパソコン・
セブン銀行 ATM からも利用登録が
できます。
詳細は下記二次元コードから特設
ページをご確認ください。

マイナンバーカードと一体化すると窓口での提示が不要となります！マイナンバーカードと一体化すると窓口での提示が不要となります！
○国民健康保険証　　　　○高齢受給者証　　　　　　　○被保険者資格証明書
○限度額適用認定証／限度額適用・標準負担額認定証　　○特定疾病療養受療証

※ 従来の健康保険証でも引き続き受診が可能です。 

１

　 ～　 は実際のスマートフォン
の画面イメージです。
２ ７

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます！！マイナンバーカードが健康保険証として利用できます！！

※ 3 回連続して
パスワードを間違えると

ロックがかかります。
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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。
会社の健康保険に変わっても、会社等ではみなさまの国民健康保険を
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。】

加入者の皆様、今年は保険証の更新があります！
【保険証は２年に１回一斉更新を行います】

現在お使いの国民健康保険証は、令和５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。

国民健康保険に入るとき・やめるときの手続き
入るときに必要なもの

やめるときに必要なもの

☆会社の健康保険をやめたとき…次のうちいずれか１つ　 資格喪失証明書・離職票・雇用保険受給資格者証・ 
雇用保険受給資格通知（全件版）

☆任意継続保険が切れたとき……次のうちいずれか１つ　 資格喪失予定日が記載されている任意継続被保険者
証・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。

☆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）
■ 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。税の申告は必ず行ってください。
　（※収入があるかたも、収入がないかたも）
■市役所で手続きを行う時は、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、住民票の写し（日付が６か月以内のもの）等）

収納課からのお知らせ

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。

　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）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。

　金融機関の窓口・コンビニエンスストア等に納付書を持参す
ることなく、クレジットカードやスマートフォン、タブレット
端末を使って、いつでも、どこからでも、かんたんに税金の納
付が可能です。※クレジットカードでの納付には、税額に応
じたシステム利用料がかかります。

利用可能なアプリ
▷PayPay　▷au Pay　▷d 払い
▷LINE Pay　▷Pay B　▷ファミペイ
▷楽天銀行コンビニ支払いサービス

利用可能なクレジットカード
▷VISA　▷MasterCard　▷JCB
▷アメリカン・エキスプレス　
▷ダイナースクラブ

納
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令和３年度の通信簿令和３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） ………… ２位（381,514円）
１人当たり医療費に対する保険税負担率 ……… 16位（25.6％）
１人当たり国民健康保険税賦課額 …………… 10位（97,557円）
国民健康保険税（料）現年分収納率 ………… 22位（93.92％）
特定健康診査（40歳以上対象）実施率 ………… 15位（47.7％）
参考：若年層健康診査（25歳から39歳対象） ………… 17.54％
特定保健指導実施率……………………………… １位（38.8％）

（東京都提供資料より）

　令和３年度決算は、歳出総額約154億９千万円、歳入総額約 158

億１千万円、３億２千万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市と比べて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生活を心がけることが、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
も東村山市国保は高いんだ。

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～

　地方税法施行令の公布に伴い、課税限度額の引き上げを行いま
す。国民健康保険税の後期分限度額が 20 万円から 22 万円に変更
となります。

　保険税については、前年中の総所得金額等に応じて均等割額の
軽減が適用されますが、その判定が下記のとおり変更となります。
申請は不要です。

軽減判定所得額（前年中の総所得金額等）

【変更前】 【変更後】

７割軽減
43 万円＋（給与所得者等
の数 -1）×10万円以下の
世帯

７割軽減 変更なし

５割軽減

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

５割軽減

43万円＋（給与所得者等
の数 -1）×10 万円＋被
保険者数×29万円以下
の世帯

２割軽減

43万円＋（給与所得者等
の数 -1）×10万円＋被保
険者数× 52万円以下の
世帯

２割軽減

43万円＋（給与所得者等
の数 -1）×10万円＋被保
険者数×53万5千円以下
の世帯

なお、「＋（給与所得者等の数 -1）×10万円」の部分については、世帯内の国民
健康保険加入者に給与または年金所得者が２人以上いる世帯にのみ適用します。

区分 改定後 改定前 増減

医療分 65万円 65万円 ‐

後期分 22万円 20万円 ２万円

介護分 17万円 17万円 ‐

課税限度額合計 104万円 102万円 ２万円

課税限度額が引き上げられます 保険税の軽減判定所得額が拡充されます

キャッシュカードでペイジー口座振替受付サービスができます

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 

▶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

▶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）

▶右記の対象金融機関のキャッシュカード
お申込みの際、暗証番号をご入力いただきます。また、
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。

・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

※キャッシュカードの中には、
　一部使用できないものがございます。

◀
CASH CARD

銀行印
不要

収納課からのお知らせ

１
納期限の約２週間前まで
なら、該当の納期から
口座振替が可能です。

２ 銀行印がなくて
も登録できます。３

受付場所 対象となる
税金・料金

お持ちいた
だくもの

利用可能な
金融機関

3つの
特徴

【東京都から令和５年度の標準保険料率が示されました】

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 8.15% 48,800 円 2.74% 15,886 円 2.37% 17,334 円

東村山市 6.00% 36,800 円 2.05% 12,400 円 2.05% 15,400 円

標準保険料率との差 2.15% 12,000 円 0.69% 3,486 円 0.32% 1,934 円
（※）： 標準保険料率とは、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繰入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。
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みんなで取り組もう「セルフメディケーション」
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。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。

「ポリファーマシー」って
知っていますか？

　多くのお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
とを言います。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。かかりつけ医やかかりつけ薬局、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。

　お薬手帳が複数あると、薬剤師さんが
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。

　身近で相談できる“かかりつけ薬局”を決めましょう。
複数の医療機関で処方される薬の飲み合わせや重複処方を
チェックしてくれます。
　お薬や健康のことで疑問や困ったこと
があった時、体質や病歴などを理解して
くれた上で、アドバイスを受けたり、相
談することができます。

ジェネリック医薬品を知っていますか？
（令和５年１月時点　普及率 79％）

節薬（残薬）バッグを
活用しましょう薬局ごとにお薬手帳を

何冊も持っていませんか？

OTC 医薬品を活用しましょう！かかりつけ薬局を決めましょう！

　ジェネリック医薬品に切り替えることでお薬代が安くな
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。医師の判断で変更できないこともあります。

　いつも飲んでいる処方薬で、飲み残
しがある薬は、節薬バッグに入れてか
かりつけ薬局へ持参しましよう！
　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。

　OTC 医薬品とは、処方箋がなくてもド
ラッグストアなどで買える身近なお薬の
ことです。健康に気をつけていても、軽

いけがや風邪などの体調不良を起こすことがあると思いま
す。そのようなときは、薬剤師さんに相談して OTC 医薬
品を上手に活用しましょう。

知っておきたい

お薬との

つきあいかた

25歳25歳からから39歳39歳ののかたかたはは若年層健康診査若年層健康診査＆＆結果相談会結果相談会をを受けましょう受けましょう

　令和４年度の若年層健康診査では、要受診・
経過観察と判断された項目で最も多いのは男女
ともに脂質異常でした。
　食事や運動などの生活習慣を見直すことが大
切です。

男性 女性

1 位 脂質異常 1 位 脂質異常

2 位 肝機能 2 位 尿検査

3 位 尿　酸 3 位 尿酸・胸部レントゲン

【健診結果】　要受診 + 経過観察の多い検査項目（令和４年度）

節薬バッグ
配付中 !

　市では 25 歳から 39 歳の国保加入者のための健康診査と結果相談会を無料で実施しています。結果相談会では、筋肉量
や体脂肪量が数値でわかる体成分分析測定が受けられます。若年層健康診査を受けて、年に１度は健康チェックをしてみま
しょう。対象のかたには、日程が決まり次第、案内通知を送付します。　

◆対　　　　象　　25 歳から 39 歳の東村山市国民健康保険加入者
◆実 施 時 期　　若年層健康診査………令和５年８月（予定）　
　　　　　　　　　結果相談会……………令和５年 10 月（予定）
　　　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症の影響により日程が変更となる場合があります。
◆内　　　　容　　若年層健康診査……… 胸部レントゲン・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。
　　　　　　　　　結果相談会……………体成分分析測定・専門職（医師・保健師・管理栄養士）による健康相談
◆費　　　　用　　無料
◆問い合わせ先　　保険年金課
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生活習慣病一人当たり医療費（円）

※令和３年度東村山市国民健康保険ポテンシャル分析より

年間約22,000円
の差

　日本では、「死亡リスクが下がること」が科学的に証明された５つの「がん検診」が有効な検診として推奨されています。
　がん検診は１回受けて終わりではありません。１回の結果が「異常なし」であっても、その後にがんができる可能性はあります。
そのような場合にもがんをタイムリーに発見するために、検診を定期的に受けることが大切です。
　市では、これら５つの「がん検診」を年間を通して実施しています。
定期的にがん検診を受診してください。

生活習慣病の早期発見のための健診 特定健診の流れ

日本の５つの「がん検診」

40歳40歳からから74歳74歳のかたはのかたは特定健診（特定健康診査）特定健診（特定健康診査）をを受けましょう受けましょう

　特定健診は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）
に注目し、心臓病や脳卒中などの深刻な生活習慣病の前ぶれ
を見つけるための健診です。対象のかたには 6 月上旬、個別
に案内通知を送付します。

◆対　　象　40 歳から 74 歳の東村山市国民健康保険加入者
◆実施時期　６月中旬から 10 月末まで（予定）
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により日程が変更になる場合があ

ります。
◆内　　容　 身体計測・血液検査・尿検査等 

検査項目等詳細は送付物をご覧ください
◆費　　用　 無料（胸部レントゲンなどの任意検査は、自己

負担あり）
◆問い合わせ先　 健康増進課 

特定健診を受けて、自分の身体の状態を把握することで、病
気を予防できたり、医療にかかる回数が減ったり、早期発見
ができて医療費が少なくすむことがわかっています。

特定健診を受けると医療費の節約につながります

①医療機関を選ぶ

②特定健診を受ける

③結果を聞きに行く

④ 健康づくり
を実践する

年間実施予定、お申し込み方法等、
詳しくは「健康ガイド」をご覧ください

歯科健康診査を受けていつまでも噛む力を保ちましょう
　歯周病は自覚症状が乏しく、自覚症状が強くなるころには進行している可能性が高い疾患で
す。歯を失う原因の第 1 位は歯周病ですが、その比率は 40 歳以降になると高くなっています。
　歯を失うと噛む力の低下を招き、食事バランスが崩れるなどの影響にもつながります。
定期的に歯科健診を受けてお口のチェックをすることが大切です。

　市では 20 歳以上のかたを対象に毎年 6 月から 11 月に歯科健康診査を無料で実施してい
ます。自覚症状がなくても定期的に健診を受けましょう。

国が推奨しているがん検診
①胃　②子宮頸　③乳　④肺　⑤大腸
※ 対象となる年齢や受診間隔は、有効性に加えて、検診のメリット・

デメリットのバランスを考慮して定められています。
※がん検診は、症状がない健康なかたが対象です。

【歯周病チェック】（主な症状の例）

気になる症状があれば早めに
受診しましょう。
　□　歯磨きをすると出血する
　□　歯が長くなった気がする
　□　口臭が気になる
　□　歯ぐきから膿が出る
　□　歯と歯の間に物が挟まる

約１か月後、健診を受けた医療機関に結果を聞きに
行きましょう。
メタボのリスクに応じた指導を受けられます。

受診者全員が健診結果、健康情報の説明を受けます。

特定保健指導対象者

メタボの
リスク

生活習慣の振り返
りをしましょう。
気 に な る 項 目 が
あったら放置しな
いで、医療機関や
市の健康相談で相
談しましょう。

専門家のサポートを受
けて、運動や食事といっ
た生活習慣の改善に取
り組みましょう。対面・
電話・オンライン面接
など、あなたに合った
方法を選択できます。

医療機関を受
診して早 期 治
療に取り組むこ
とで、重症化を
防ぎましょう。

詳しくは市ホームページをご参照ください。

このページのお問い合わせ先：健康増進課

健診・検診を受けることは健康維持の第一歩!!健診・検診を受けることは健康維持の第一歩!!

日本人の２人に１人が
生涯のうちにがんに
り患するといわれています

治療が必要

受診
勧奨

積極的
支援

動機付け
支援

高中低
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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、7 ページをご覧ください。

　国保加入者が海外渡航中に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。
　申請には、治療した医師記入の診療内容明細書と領収書とそれ
ぞれを翻訳したものが必要になります。

　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 緊急または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輸血のための生血費用（親族からの提供以外）

海外療養費 申請
が必要

　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。

【支給金額】

出産日

産科医療
補償制度

令和５年
４月１日以降

令和４年１月１日
～

令和５年３月31日

令和３年
12月31日以前

対象外の医療機関 488,000 円 408,000 円 404,000 円

対象の医療機関 500,000 円 420,000 円 420,000 円

療養費 申請
が必要

特定疾病療養受療証 申請
が必要

　下記の疾病について、「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。
　※ 住民税未申告のかたがいる世帯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

　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。

医療費適正化のための調査にご協力をお願いします

★海外療養費・海外出産の調査について
　 海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の申請・支給

については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いますので、 

同意書の提出をお願いしております。
　 なお、申請は受診・出産したかたが帰国後に行ってください。

出産育児一時金 申請
が必要

　国保加入者が亡くなった場合、葬儀執行人に５万円が支給され
ます。

葬祭費 申請
が必要

　国保加入者で、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。支給対象適用期間など条件がありますので、
必ず事前にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の傷病手当金 申請
が必要

保険証が

使えるもの

・外傷性が明らかな打撲、捻挫、挫傷 ( 肉離れ）

・骨折、脱臼の応急手当（応急でない場合は医師の同意が必要）

保険証が

使えない

もの

・肩こり、腰痛、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

  よるコリや痛み

・脳疾患後遺症等の慢性病

・症状の改善が見られない長期の施術

・保険医療機関（病院等）で治療中の負傷

・通勤および労働災害による事故

＊ 「施術療養費支給申請書」に負傷原因、負傷名、治療日数、金額を確認し必ず
自分で署名してください。

マッサージ・はり・きゅう

柔道整復（接骨院・整骨院）

医師の同意がある場合のみ保険証が使えます。

柔道整復（接骨院・整骨院）・マッサージ・はり・きゅうについて
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「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５年 11 月下旬（令和４年 11 月～５年６月診
療分）と令和６年２月下旬（令和５年７月～ 10 月診療分）です。
　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５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。　

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、7 ページをご覧ください。

　事故や他人によって受けたケガが原因で、国保の保険証を使用して
診療を受ける場合、届出が必要になります。
　まずは保険年金課国保給付係にご一報いただき、その後、「傷病届書
類一式」の提出をしていただきます。
＊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
■ 仕事中・通勤中のけがや事故

交通事故等の第三者行為によるケガをしたとき

　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） ●「瀬音の湯」（あきるの市）
●「数馬の湯」（檜原村） ●「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。
※入館料金については各施設にお問い合わせください。

国保温泉センター割引利用券

　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、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。

■  震災、風水害、火災等の災害により死亡、障害者となった、または
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、不漁等により収入が
著しく減少したとき

■ 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
■ 上記に類する事由が発生したとき

　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には、加害者
に請求できなくなるため、被保険者
自身に費用をご負担いただくことが
あります。

 ご注意ください！

　市と契約している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」とお伝えください）。
② 宿泊前日までに保険証（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。

国保・後期高齢者医療制度で利用できる保養施設 申請
が必要

令和５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 亀の井ホテル 青梅 東京都青梅市 0428（23）1171

9 松風苑 静岡県網代温泉 0557（68）3151

10 つるや旅館 長野県鹿教湯温泉 0268（44）2121

11 ニュー・グリーンピア津南 新潟県中魚沼郡津南町 0257（65）4611

12 シャーレゆざわ銀水 新潟県越後湯沢温泉 0257（87）4141

13 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。

医療費の支払いでお困りのかたへ
～一部負担金減免・猶予～

申請
が必要

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または押印してください。

【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



国民健康保険の給付

 どっち？  どっち？

 医療費が高額になったとき

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、7 ページをご覧ください。

これから病院
にいくよ。

支払った
医療費が
高かったよ〜
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申請
が必要

申請
が必要

★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　住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である世帯。
　　　低所得者Ⅱ　70 歳以上で住民税非課税世帯に属するかた。
　　　低所得者Ⅰ　70 歳以上で住民税非課税世帯に属し、所得が一定基準以下（世帯の所得なし・年金収入 80 万円以下など）のかた。
★３　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。

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Ⅲ～Ⅰ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　 ★ 2） 8,000円 24,600円 90日以下 210円
91日以上 ★3 160円

低所得者Ⅰ（住民税非課税世帯　★ 2） 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　★ 2 オ 35,400円 24,600 円 90日以下 210円
91日以上 ★3 160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

【限度額適用認定証】
　入院・外来などで医療費の支払いが高額になる場合は、「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、自己負担限度額ま
での支払いとなります。

　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】 
および【表２】をご参照ください。
＊  70 歳から 74 歳で、現役並み所得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、申請は不要です。

【申請方法】
　以下のものをお持ちになり、保険年金課窓口でご申請ください。
■適用を受けるかたの国民健康保険証と身元確認書類
■ 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元確認書類
■ 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

※ 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
場で交付することができない場合があります。

※ 世帯に属するすべての被保険者の前年の所得を合算して区分を判定し
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
場合があります。

※身元確認書類については 7 ページをご覧ください。

【高額療養費】
　医療機関を受診した際にかかる自己負担額（保険診療分）が同じ月内
で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が高額療養費として 
世帯主に支給されます。
※ 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代等は対象外

です。

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

「高額療養費支給申請書」が届きますので郵送または保険年金課窓口で
ご申請ください。
※ 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 

ことがあります。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】参照
◎ 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、外来ごとに計算します。

ただし、外来とその処方せんの調剤は合算します。

◆ 70 歳から 74 歳（高齢受給者証をお持ち）のかた　【表２】参照
◎同じ月内に受診したすべての自己負担額が計算対象となります。
◎ 外来は個人単位で計算し、入院分がある場合は外来分を含めて世帯 

単位で合算します。

これから医療費の支払いがある場合これから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）（まだ医療機関への支払いが済んでいない場合）

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

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５年７月診療分までは令和３年中の所得、令和５年８月
～令和６年７月診療分までは令和４年中の所得に基づき、所得区分を判定します。


