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　国保は、病気やけがをしたときに安心して医療機関に
かかれるよう、加入者が普段からお金（国保税）を出し
合い、お互いに助け合う制度です。

国保のしくみ

国保に加入する方
・自営業者…
・農業や漁業の従事者…
・パート・アルバイトの方
（職場の健康保険に加入していない場合） 
・外国籍の方…
（住民基本台帳法の適用を受ける方は　　
　原則として国保加入の対象）…
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　国保の保険証は、加入者一人に１枚ずつ交付されます。
保険証は、国保の加入者であることの証明書であり、医
療機関を受診する際に必要です。大切にお取り扱いくだ
さい。

●取り扱いの注意事項

●保険証の交付
　保険証は原則、簡易書留で住民票上の住所へ世帯主あてに郵送
します。転送はできません。
　窓口での受取を希望する場合は、次の本人確認書類が必要で
す。本人確認ができない場合や、別世帯の方が申請した場合は郵
送になります。

　国保の加入・脱退は、世帯ごとです。窓口への届け出は、
14日以内に世帯主が行わなければなりません。
　届け出に必要なもの（詳細は裏表紙）をお持ちのうえ、
市役所または各市民センターで手続きしてください。

国保に加入するとき
●…転入してきたとき（職場の健康保険に加入していない場合）
●…職場の健康保険をやめたとき（退職日の翌日）
●…子どもが生まれたとき
●…生活保護を受けなくなったとき
※同一世帯内に「国民健康保険組合」の加入者がいる場合、
　町田市国保には加入できません。

国保をやめるとき
●…転出したとき（国外転出の場合はその翌日）
●…職場の健康保険へ加入したとき
●…死亡したとき
●…生活保護を受けはじめたとき
●…７５歳になったとき（※この場合、届け出は不要）

●都内での転出・転入の場合、国保の資格は継続しますが、届け
出は必要です。届け出後に、転入した区市町村から新たな保険
証が交付されます。
●転出や職場の健康保険への加入により、町田市国保の保険証は
使用できなくなります。やめる届け出をする前に町田市国保の
保険証を使用した場合、給付した額（医療費の７割または８割）
は返還していただきます。

ご注意ください

国保に加入するとき 国保の保険証

●記載内容に誤りがないか、確認してください
●記載内容に変更があったときは、届け出てください
●医療機関を受診するときは、窓口で提示してください
　（電子資格確認をする場合は除く）
●他人との貸し借りはできません
　（悪質な行為として罰せられることがあります）
●紛失・汚損したときは、再交付を受けてください

交付理由 受取時に必要な本人確認書類

新たに
加入したとき

・官公庁発行の顔写真付身分証明書
　（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等）
・年金手帳
　（年金の切替手続きを同時に行う方のみ）

再交付 ・官公庁発行の顔写真付身分証明書
　（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等）

保険加入係
042ｰ724ｰ2124担当 保険加入係

042ｰ724ｰ2124担当
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高齢受給者証
　高齢受給者証は７０歳の誕生日の翌月（１日生まれの
人は当月）から７４歳までの間、交付されます。
　高齢受給者証には、医療費の自己負担（一部負担金）
の割合が記載されていますので、保険証と一緒に医療機
関にご提示ください。（電子資格確認をする場合を除く）

●対象者
　７０歳から７4歳までの国保の加入者

●交付時期
　７０歳の誕生月（１日生まれの人は前月）の下旬頃、それ以降
は毎年８月に更新があり、更新時は７月中旬頃に、世帯主あてに
郵送します。

●自己負担（一部負担金）の割合
　一部負担金の割合は、同一世帯内の対象者の所得額・収入額に
応じて判定され、２割または３割となります。
　毎年８月が判定する年度の切替えとなり、１月から７月までは
前々年の所得額・収入額で判定され、８月からは前年の所得額・
収入額で判定されます。

●自己負担割合の判定基準
◆２割になる場合
　次の①～③のいずれかに該当する場合

①住民税の課税標準額（課税所得）が、１４５万円未満
　※同一世帯内の対象者全員が１４５万円未満の場合のみ

②所得（収入から必要経費を引いたもの）から４３万円を引い
た金額が、２１０万円以下

　※同一世帯内の対象者に、給与と年金など一人で複数の所得があ
る場合は、その合計から４３万円を引いた金額（二人以上の場
合はその合計額）

③同一世帯内の対象者の収入（の合計）が、
　・一人の場合は３８３万円未満
　・二人以上の場合は合計５２０万円未満
　 ※特定同一世帯所属者（国保から後期高齢者医療制度に移行し

た後も継続して同一の世帯に属する方）との収入の合計が
５２０万円未満であるときも該当となる

　◆３割になる場合
　　６ページの「２割になる場合」に該当しない場合

保険加入係
042ｰ724ｰ2124担当

　
マイナンバーカードを病院・薬局等
で健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードを取得しませ
んか？

　マイナンバーカードは、個人番号
を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として
利用でき、様々な行政サービスを受けられるＩＣカードで
す。
　本人の申請により交付を受けることができ、初回の交付
は無料です。
　運用開始以降マイナンバーカードを病院・薬局等で、健
康保険証等の代わりに提示することが可能です。
　また、高齢受給者証や、限度額適用認定証、特定疾病療
養受療証についてもマイナンバーカードを提示することに
より持参なしで受診できます。
※事前にマイナポータルでの登録が必要です。
※限度額適用認定証は窓口での交付申請も不要となります。
※専用の端末を病院・薬局等が導入していない場合、既存

の健康保険証等の提示が必要です。
　導入状況は各病院・薬局等へ個別にお問い合わせください。
※今後も使用するため既存の保険証は捨てないでください。

市民課マイナンバー係
042 ｰ 860 ｰ 6195

保険加入係
042 ｰ 724 ｰ 2124

保険給付係
042 ｰ 724 ｰ 2130

マイナンバーカードの交付について

保険証について

限度額適用認定証等について

担当

担当

担当
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国保税の算定
　町田市における国保税は、税方式を採用し、地方税法にもとづ
いて算定します。①医療分、②後期高齢者支援金分、③介護分（４０
歳～６４歳の方のみ）からなり、３つを合算した額を年税額（年
間の国保税額）として、世帯で負担していただきます。
　年税額は、①②③の（A）所得割額・（B）均等割額を合計して
算出します。ただし、①②③が課税限度額を超えた場合、それぞ
れの年税額は課税限度額となります。

①医療分…国保加入者の医療費などの費用に充てられます
②後期高齢者支援金分…75歳以上の方が加入する後期高齢者医
療制度の費用に充てられます
③介護分…介護保険制度の費用に充てられます
※令和 4 年度分以降の国保税については、未就学児の均等割額を 5 割

軽減します。
　世帯の所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、

世帯の所得に応じた 7 割・5 割・2 割の軽減をした後の均等割額を
5 割軽減します。

国民健康保険税（国保税）

令和4年度　国保税率（額）と課税限度額

保険加入係
042ｰ724ｰ2124担当 保険加入係

042ｰ724ｰ2124担当

①医療分 ②後期高齢者
支援金分

③介護分
（40～64…歳の方）

（A）所得割額
所得に対し

基準総所得金額…
×５．９３％

基準総所得金額…
×２．００％

基準総所得金額…
×１．８７％

（B）均等割額…
一人につき

被保険者数…
× 34,400 円

被保険者数…
× 11,500 円

被保険者数…
× 14,100 円

課税限度額 年…６５万円 年…２０万円 年…17 万円

国保税の計算に用いる基準総所得金額

※ 1 基礎控除額は、合計所得金額に応じて以下の表の通り逓減します。

前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400 万円以下 43万円

2,400 万円超～ 2,450 万円以下 29万円
2,450 万円超～ 2,500 万円以下 15万円

2,500 万円超 0円

　基準総所得金額には、住民税で適用される各種所得控除は適用
されません。
　基準総所得金額が０円の場合、所得割額は適用されず、均等割
額のみが適用されます。
※総所得金額等には、給与・事業・年金・雑・営業・譲渡・不動産・

配当・利子・農業・一時所得などのほか、山林所得金額、短期譲渡・
長期譲渡所得の特別控除後の金額、上場株式等に係る配当所得の金
額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得の金額
が含まれます。

※雑損失の繰越控除は適用されません。

基準総所得金額＝
前年の総所得金額等－基礎控除額※1

　正しい所得を申告してください
　国保税の所得割額は前年の所得をもとに決められる
ため、正しい申告をお願いします。
　前年中に所得のなかった方（遺族、障害年金収入の
みの人も含む）も、国保税の軽減対象となる場合があ
りますので、住民税の申告または国民健康保険税申告
書の提出をしてください。
※国民健康保険税申告書では、「高額療養費」の支給に係る所

得区分には反映されません。その年の１月１日時点の住民登録
地で住民税の申告をする必要があります。（詳細は２４ページ）
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保険加入係
042ｰ724ｰ2124担当 保険加入係

042ｰ724ｰ2124担当

所得に係る均等割額の軽減
　賦課期日現在、世帯（世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属
者※）の前年の所得の合計額が基準以下の場合、均等割額が減額
されます。
　ただし、所得が把握できない場合、減額を受けられません。

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行
した後も、継続して同一の世帯に属する方です。

※譲渡所得特別控除、青色事業専従者給与及び事業専従者控除
は適用されません。

後期高齢者医療制度移行に伴う国保税減免
　会社等の健康保険（国民健康保険組合を除く）の被扶養者だっ
た方（旧被扶養者）は、健康保険料の負担はありませんでしたが、
本人の後期高齢者医療制度移行により国保に加入すると、国保税
を負担することになります。
　旧被扶養者の方には、国保税減免の制度があります。

●対象者（旧被扶養者）
・国保に加入した日に６５歳以上である方
・国保税減免の申請をされた方
　（加入届け出時に申請できます）

●国保税減免の内容
　・旧被扶養者に係る所得割額は、課税しません
　・旧被扶養者に係る均等割額は、国保の資格取得日の属する月
以後２年を経過する月までの間に限り、半額とします（７割・
５割軽減該当世帯を除く。２割軽減該当世帯は、軽減前の半
額となるよう減額。）

国保税の減免
　次のいずれかに該当して生活が著しく困窮し、国保税を納付す
ることが困難と認められる場合は、減免の申請ができます。詳し
くは、保険年金課保険加入係へご相談ください。
○災害により甚大な被害を受けた場合　
○病気、負傷などにより離職して所得が一定以下に減少し、就
労復帰の見込みがない場合

軽減割合 該当する世帯の所得額基準

７割軽減 43万円＋
10万円×（給与所得者等の数−1）以下

５割軽減 43万円＋（28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所
属者数）＋10万円×（給与所得者等の数−1）以下

２割軽減 43万円＋（52万円×被保険者数と特定同一世帯所属
者数）＋10万円×（給与所得者等の数−1）以下

令和4年度　国民健康保険税の軽減割合

※＋10万円×（給与所得者等の数−1）は、給与所得者等が２人以上
いる世帯に適用します。

※給与所得者等とは
　●一定の給与所得者（給与収入 55 万円超）
　●公的年金等に係る所得を有する者（公的年金等の収入金額が、
　   65 歳未満で 60 万円超または 65 歳以上で 110 万円超）
※ 1957（昭和 32）年１月１日以前に生まれた方で公的年金等の受

給者の方は、公的年金所得より１５万円を限度に控除があります。
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非自発的失業者に係る国保税軽減
　倒産・解雇などで職を失った失業者（非自発的失業者）は、国保
税軽減の申請ができます。保険年金課または各市民センターで申
請を行ってください。
　軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、翌年度末までで
す。軽減期間中に転入・転出した場合は、転出先で改めて申請が
必要です。

非自発的失業者に係る高額療養費
の所得区分の判定変更（軽減措置）
　非自発的失業のため国保税の軽減を受けた世帯は、高額
療養費の所得区分の判定変更がされる場合があります。対
象者と適用期間は国保税軽減と同様です。
　離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月（離職日の
翌日が１日であった場合は、その月）の診療分から適用します。
　所得判定は、所得のうち給与所得を１００分の３０として計
算します。ただし、低所得（市民税非課税）世帯の判定は、世
帯所得が基準を下回る場合とします。

基準　 43万円＋（52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数）
　　　…＋10万円×(給与所得者等の数−1）

※特定同一世帯所属者とは
●国保から後期高齢者医療制度へ移行後も継続して同一世帯に

属する方
※＋10万円×（給与所得者等の数−1）は、給与所得者等が２人以

上いる世帯に適用します。
※給与所得者等とは

●一定の給与所得者（給与収入55万円超）
●公的年金等に係る所得を有する者（公的年金等の収入金額

が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超）

年度途中で加入・脱退したときの国保税
　年度の途中で加入したり、やめたりしたときの国保税は、年間の
国保税から月割りで計算します。

加入の届け出が遅れた場合の国保税
　国保税は、国保の資格を取得したときから納める必要がありま
す。届け出をしたときからではありません。
　加入の届け出が遅れた場合は、国保の資格を取得した月からの
国保税をさかのぼって納めます。
　なお、３月までに国保の資格を取得した方が４月以降に届け出
をした場合、３月分まで（過年度分）の国保税は、４月からの国保
税とは別に計算します。

保険加入係
042ｰ724ｰ2124担当

保険給付係
042ｰ724ｰ2130担当

保険加入係
042ｰ724ｰ2124担当

申請に
必要なもの

雇用保険受給資格者証（離職理由コードが 11、12、21、22、
23、31、32、33、34 に該当する場合）、保険証（国保）、世
帯主の個人番号がわかるもの

　6月に退職したのに、国保加入の届け出を忘れて9月に
届け出をした場合

→国保税は6月分から納めます

途中で加入・・・年税額÷１２×加入した月から３月末までの月数

 ８月に国保に加入したとき→年税額の　 を納めます

４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月

10
月

11
月

12
月
１
月
２
月
３
月

8 か月加入

途中でやめた・・・年税額÷１２×４月からやめた前月までの月数

 ８月に国保をやめたとき→年税額の　 を納めます

４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月

10
月

11
月

12
月
１
月
２
月
３
月

4 か月加入

８－
12

４－
12

例

例

例



14 15

保険加入係
042ｰ724ｰ2124担当 保険加入係

042ｰ724ｰ2124担当

国保税を納める方（納税義務者）
　国保税の納税義務者は、原則として住民票上の世帯主です。世
帯主が国保に加入していない場合でも、家族の中に国保加入者が
いれば、世帯主あてに納税通知書を郵送します。
　ただし、住民票上の世帯主が国保に加入していない場合に限
り、次の条件を満たしていれば、届け出により住民票上の世帯主
ではない国保加入者が、国保上の世帯主となることができます。

◆住民票上の世帯主が、世帯主変更に同意しており、また国保
税を完納していること。
◆変更後の世帯主が国保税を納付するだけの収入があり、また
国保上の各種届け出義務の確実な履行が見込めること。

※国保上の世帯主が滞納すると、本来の世帯主に戻す場合があります。

国保税の納め方
　納め方は、公的年金からの天引きによる方法（特別徴収）と、口
座振替や納付書で支払う方法（普通徴収）があります。
　特別徴収は、次の条件をすべて満たす方が対象です。
◆世帯主が国保に加入しており、年度途中に75歳に到達しない
こと
◆世帯主が4月1日に65歳以上で、老齢等年金給付を受けてい
ること
◆世帯内の国保加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
◆老齢等年金給付の額が年18万円以上であること（障害年金・
遺族年金も対象）
◆介護保険料が特別徴収されていること
◆国保税と介護保険料の合算額が、老齢等年金給付の額の2分
の1を超えないこと

●特別徴収（継続の方）の納期
　直近の２月に年金から天引きされた方は、翌年度の国保税も４・
６・８・１０・１２・２月に天引きされます。
　４・６・８月は直近２月と同額で天引きされ、その年度の国保税
の本決定後、１０・１２・２月で天引き額が調整されます。

●特別徴収（新規に対象となる方）の納期
　納税通知書は７月にお送りします。７月から９月納期分まではこ
れまで通り口座振替または納付書払い（普通徴収）、１０・１２・２
月は年金からの天引き（特別徴収）となります。

※新規に対象となる方でも、4月から特別徴収が開始される場合が
あります。対象者には、開始前（2月）に通知書をお送りします。

社会保険料控除について
　国保税は、全額（還付された金額及び延滞金を除く）が年末調
整や確定申告等の社会保険料控除の対象となります。
　町田市では、1月1日から12月31日までにお支払いいただいた国
保税をお知らせする「納付済額通知」を、翌年1月下旬に納税義務
者である世帯主あてに郵送します。所得申告の資料としてご利用
ください。年末調整などのため早めに必要な場合には、納税課に
お問い合わせください。
　

●「納付済額通知」に記載される納付済額は、「納税通知書」に記
載の年税額とは異なる場合があります。
●１月中旬に日本年金機構から発送される公的年金等の源泉徴収
票の社会保険料の金額は、年金天引き（特別徴収）によって納
められた金額のみが表示されます。口座振替や納付書払いをさ
れた分は含まれませんので別途ご確認ください。

ご注意ください

納税課収納係
042ｰ724ｰ2121担当

国保税の納付

４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月
10
月
11
月
12
月
１
月
２
月
３
月

納……期 ● ー ● ー ● ー ● ー ● ー ● ー
●…特別徴収

４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月
10
月
11
月
12
月
１
月
２
月
３
月

納……期 ー ー ー ◎ ◎ ◎ ● ー ● ー ● ー
◎…普通徴収　●…特別徴収
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納税課収納係
042ｰ724ｰ2121担当

●普通徴収の方の納期
　納税通知書は７月にお送りします。
　通常、１年分（４月から翌年３月までの分）を、８回の納期に分け
て納めていただきます。

●こんなときは新しい通知書がでます
　次の項目に該当された方には、新たに納税通知書をお送りしま
す。これ以降は、新しい通知書でお支払いください。

　◆加入者の増減や所得額の変更によって、国保税額が変更とな
る場合

　◆所得の申告等の遅れにより、均等割額分だけが先に課税され
た方の所得が判明し、所得割額を課税する場合

　◆転入された方で、前年所得の把握に時間を要した場合
　◆年度途中に加入・脱退した場合
　　６・７月に加入・脱退手続き　　→８月中旬に郵送
　　８月以降に加入・脱退手続き　→翌月中旬に郵送

●年度内に４０歳になる方の国保税（介護分）
　４０歳の誕生日の前日が属する月から、介護保険の第２号被保
険者となります。その月分から国保税（介護分）の課税が開始とな
るため、翌月に増額の納税通知書を郵送します。

●年度内に６５歳になる方の国保税（介護分）
　６５歳になると介護保険の第１号被保険者となりますが、４月か
ら６５歳の誕生日の前日が属する月の前月分までの国保税（介護
分）は、その年度の第１期から第８期までの納期に分けてお支払い
いただきます。
　そのためこの期間は、国保税（介護分）と介護保険料を並行して
お支払いいただくことになります。

●国保税の納付は口座振替で
　国保税は口座振替による納付を原則としています。普通徴収と
なる方は、口座振替の申込手続きをお願いします。

注意事項
・口座振替の開始期は、後日書面にてお知らせします。
・領収書は発行いたしませんので、納税確認は通帳記入によ
りお願いします。
・残高不足等で振替ができない場合は、再振替できません。
　後日、納付書（督促状）を送付します。

申込手続きは２STEPで完了！

STEP1 STEP2

口座振替申込書に

記入・押印
市役所へ提出
(納税課または保険年金課)

※緑色の表紙の申込書は、

銀行や郵便局への持参も

可能です。

市役所窓口なら届出印不要！
～窓口での申込みに必要なもの～

●キャッシュカード（申込者本人名義のカード）
●運転免許証などご本人確認できるもの

※利用可能な金融機関は納税課へお問い合わせください。
～受付窓口～

●納税課または保険年金課

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

納……期 7月
末日

８月
末日

９月
末日

10月
末日

11月
末日

12月
25日

1月
末日

2月
末日

※各月末日及び 12 月 25 日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日
が納期限となります。
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医療機関で保険証を提示したとき（療養の給付）
　病気やケガをしたとき、医療機関で保険証を提示すれば、一部
負担金（費用の２割または３割）を自己負担することで診療を受
けることができます。負担割合は、年齢等により変わります。
　７０歳から７４歳までの方は、高齢受給者証も併せてご提示く
ださい。

国保税を滞納すると
　国保税の未払い（滞納）が長期間続くと、国保の給付が
受けられなくなったり、医療費を全額自己負担することに
なったりします。
　国保税を滞納し続けると、支払額が大きくなり、延滞金
も発生します。必ず納期限内に納めてください。

①滞納すると、
＜給付差し止めなどの処分を受けます＞

②滞納が続くと、
＜「資格証明書」が交付されます＞

　　療養費・高額療養費などの給付が全部または一部差
し止められたり、限度額適用認定証の交付が受けられ
なくなったりします。差し止められた給付額は、滞納
した国保税に充当されます。

　　通常の保険証の代わりに「資格証明書」が交付され、
医療費が全額自己負担になります。自己負担した分の
保険給付を療養費として申請すると、給付額は滞納し
た国保税に充当されます。

国保の給付

対象被保険者 負担割合
義務教育就学前の方 費用の２割

義務教育就学～６９歳の方 費用の３割
７０歳～７４歳の方
（現役並み所得者※）

費用の２割
（費用の３割※）

※同一世帯に住民税課税所得が 145 万円以上の 70 ～ 74 歳の国保加入者がいる場
合は、負担割合 3 割となります。（詳細は 7 ページ）

保険診療ではできない・または制限される診療
●…正常分娩、人工妊娠中絶
●…健康診断、予防接種、美容整形等
●…仕事上のケガや病気など労災保険の対象になる場合
●…けんかや泥酔などによるケガや病気
●…犯罪や故意によるケガや病気
●…医師の指示に従わなかったとき

一部負担金の減免制度
　次の事項に該当し、その世帯の利用し得る資産を活用したにもかかわ
らず、生活が一時的に著しく困難となり、病院等への支払いができない場
合、生活保護法の基準により、一部負担金を減免する制度があります。
　詳しくは、保険年金課保険給付係にご相談ください。

（１）震災、風水害、火災などの災害により死亡もしくは障がい者に
なったとき、または資産に重大な損害を受けたとき

（２）事業、もしくは業務の休廃止または失業等により収入が著しく減
少したとき

（３）前の事由に類する事由があったとき

やむを得ない事情で納付が難しいときは
お早めに納税課へご相談ください。

納税の公平性・公正性を確保するため、納付
資力があるにもかかわらず納税いただけない
方には、差し押さえなどの処分がなされます。

納税課整理第一係
整理第二係    

042ｰ724ｰ2121
担当 保険給付係

042ｰ724ｰ2130担当




