
平成29年6月発行　室蘭市国民健康保険

区   分

所　得　割

計
　最高限度額

年間保険料

②

③１世帯につき

ア　①＋②＋③
最高54万円

ア ＋ イ ＋ ウ 最高89万円

後期高齢者支援金
（後期高齢者医療制度への支援金）

イ　 ④＋⑤
最高19万円

ウ　 ⑥＋⑦
最高16万円

（計算例は5ページに記載してあります）

　平成２９年度から、保険料の均等割額・平等割額を軽減する際の所得の基準を見直し、５割軽減と２割
軽減の対象範囲を拡大することとなりました。

            　・5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額
　　　　　　　　　　　平成28年度　26万5千円　→　平成29年度　27万円
　　　　　・２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額
　　　　　　　　　　　平成28年度　 　48万円　→　平成29年度　49万円　　　

　平成27年度以降の国民健康保険料については、国民健康保険法第110 条の 2（平成27年 4月新設）に
より計算に2年間の期間制限が明示され、その年度における最初の国保料の納期の翌日（通常、7月1日）
から起算して2年を経過した日以降においては処理できないとされました。
　国保をやめる届け出や国保料のための所得申告書の提出が遅れた場合などには、納付した国保料を還付
できなくなることがありますので注意してください。

平成２９年度　国民健康保険の料率について

加 入 者 数均　等　割

平　等　割

医療保険料 ※介護保険第2号被保険者が対象
(40歳～64歳の方の保険料)

国民健康保険制度は医療費が増加すると、皆さんに支払っていただく
保険料も高くなります。皆さんの健康が医療費を抑制し国保制度を支えます。

特定健診・人間ドック等を必ず受診しましょう。

国民健康保険料の料率を据え置きました

  ●保険料軽減の対象世帯拡大

  ●賦課決定の期間制限

介護保険料

　保険料は原則として、その年度に見込まれる医療費等の支出額を皆さんの保険料と国などか

らの補助金等でまかなう仕組みとなっています。

　平成 29年度の保険料は、被保険者の高齢化や医療の高度化などにより、１人当たり医療費
の増加や加入者の所得の減少などにより、財源が不足となる見込みとなっておりますが、被保

険者皆さんのご協力により、保険料の収納率が上昇していること、また、平成28年度決算に
より確定する剰余金などを活用することにより、平成 28年度と同率・同額に据え置きいたしました。

×20,220円

　26,290円

①世帯の所得
× 8．4％

④世帯の所得
× ２．9％

⑥世帯の介護保険
第2号被保険者の所得
× ２．8％

⑤加 入 者 数
×12,820円

⑦介護保険第2号
　被保険者の加入者数
　　×13,270円
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※なお、人間ドック（自己負担：5,000 円）・ミニドック（自己負担：2,500 円）
は年齢に関係なく、　どなたでも受診できます。

　特定健康診査は無料で受診できます。毎年健診を受診し、
健康状態を把握しましょう！

◇指導が必要な方には案内が届きます。
◇専門家（保健師・管理栄養士）のサポートを受けて、生活習慣病を未然に
　防ぎましょう。

　室蘭市国保では、糖尿病及び腎不全などが医療費
の高い順で４位と５位を占めており、これらはいず
れも人工透析に至る可能性が非常に高い疾病です。
もし、人工透析に至った場合、医療費が増大し国保
財政を圧迫させるだけではなく、なにより、ご本人
への身体の負担が長く続くことになります。
　そうならないためにも、特定健康診査・特定保健
指導を必ず受診して、未然に生活習慣病を予防し健
康な体づくりを目指すと同時に、家計の中の医療費
が占める割合を少しでも節約しましょう！

■特定保健指導も必ず受けましょう■

特定健康診査を受けましょう特定健康診査を受けましょう

医療費の適正化にご協力を医療費の適正化にご協力を

■毎年健診を受けましょう■

■ジェネリック医薬品を利用しましょう■ ■第三者行為により治療を受ける場合について■

★40～74歳のみなさま★

人工透析に至った場合の１人当たり総医療費は、年間でおよそ600万円にもなります。

1位

2位
3位
4位
5位

室蘭市国保の５大診療分 （医療費の割合）
　 　（平成28年4月～平成29年3月診療分）   

1位　悪性新生物
　　　(主要名：肺がん、胃がんなど) 
2位　統合失調症 
3位　筋肉骨格の疾患（骨折など） 
4位　糖尿病  
5位　腎不全

　ジェネリック医薬品（新薬と有効成分や安全
性が同等の効果である安価な薬）を医師や薬剤
師と相談しながら、積極的に活用しましょう。
（治療薬によっては、ジェネリック医薬品が無い
場合や、病院の判断によっては、切り替えない
方が良い場合もあります。）
・変更したい意思をお医者さんや薬剤師さんに、
　ジェネリック希望カードや口頭で伝える。
・複数のジェネリック医薬品がある場合など、薬
　の特徴の説明を聞き納得してから選ぶ。

　交通事故等により第三者（加害者）から受け
た怪我や病気についても、国民健康保険証を使
用し治療を受けられますが、必ず事前にご連絡
いただき、速やかに「第三者行為による被害
届」の提出をお願いします。
（第三者行為による医療費は、加害者がその医
療費を負担することになりますので、国保がの
ちに加害者へ医療費を請求するために必要な届
け出です。）

◎増加する医療費を抑えるには、皆様一人ひとりのご協力が欠かせません。

あなたの健康な未来を願って

もし病気になれば治療にかかる時間

と費用は、あなたや家族にとって大

きな負担になりますが、特定健康診

査は 1日で受診できます。未来のあ

なたが健康でいられるように、1年

に 1回は体の点検に時間を使いまし

ょう。

毎日を忙しく過ごされている
みなさん

健康にどのくらい気を使っています

か？毎日忙しいと健康に気を使うこ

とはなかなか難しいかもしれません。

しかし、生活習慣病等によって通院

・治療が必要な状態になるおそれは、

年齢とともに徐々に増加すると言わ

れています。
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保険料お支払いのご相談はお早めに！

※保険料のお支払いには、ぜひ口座振替を！
　支払い忘れを未然に防止できる、　口座振替をぜひ利用しましょう。

●特定健康診査、ジェネリック医薬品、国民健康保険加入・資格喪失について
　　　　　　　　　　　　………………………保険年金課給付係（☎25-2702）
●特定保健指導について　……………………… 　　 　〃　　　（☎25-1010）
●保険料の納付相談、口座振替の申し込みについて
　　　 　……………………… 保険年金課保険料係（☎22-1160・☎25-3024）

　保険料をきちんと納めない方が増えると、支え合いの仕組みが成り立たず、保険料収

入が減るばかりでなく、道からの補助金も交付されなくなるため、国保の運営に支障が

生じます。他の加入者との公平性を欠くことにもなりますので、何らかの都合でお支払

いが遅れる場合は、お早めに納付相談にお越しください。

　職場の健康保険等に加入している人、後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を
受けている人を除いて、室蘭市に住んでいる人はすべて国民健康保険の加入者になります。
　加入・喪失の手続きは、14日以内に届け出をしてください。

　※加入の届け出が遅れると

保険証が無いため医療費を全額自己負担しなければなりません。

加入すべき月（退職の翌日、転入日等）まで遡って保険料を納めなければなりません。

　※やめる届け出が遅れると

いつまでも国民健康保険加入者として登録されるため保険料がかかります。

特に職場の社会保険に加入した場合、職場から市役所には連絡がきませんので必ず届け出が必要です。

　職場の健康保険に一定期間以上加入していた人が退職した場合、退職日から20日以内に健康保険協

会・健保組合などへ手続きすると、最長で2年間、今までの健康保険を継続できる場合があります。

■国民健康保険に加入した場合

■国民健康保険をやめた場合

■任意継続制度について

国民健康保険への加入は法律で定められています国民健康保険への加入は法律で定められています

やめた月の前月までの分を月割りで

計算

他の市町村から転入した場合

他の健康保険をやめた場合　など
加入した月から月割りで計算

他の市町村へ転出する場合

他の健康保険へ加入した場合　など
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医療保険分

医療分 支援分

医療分 支援分 介護２号

介護１号

介護１号 後期高齢

医療分

＋

＋ ＋

＋ 支援分

介護保険分
介護保険 後期高齢者医療

国民健康保険
後期高齢支援分

　0歳～39歳

40歳～64歳

65歳～74歳

　 75歳～

保険料の納付は年齢ごとに異なります

　医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分（※第2号被保険者）を『国民健康保険料』としてご負担
いただきます。
※年度途中に４０歳に達する人は、誕生月の翌月に介護保険料を上乗せした更正通知書を送付いたしま
　すので、以降年度末まで更正後の保険料を納付してください。

　医療保険分、後期高齢者支援分を『国民健康保険料』として、介護保険分（※第1号被保険者）は別途
『介護保険料』としてご負担いただきます。 
  また、以下に該当する人は保険料の納付方法が特別徴収（年金からの差引き）になります。
  ①公的年金（遺族・障害年金含む）を年額１８万円以上受給している人
  ②国民健康保険に加入している同じ世帯のかた全員が６５歳以上の人
  ③国民健康保険料と介護保険料の合計額が、保険料を差し引く対象となる年金受給額の半分以下の人
 ※７５歳になる年度は普通徴収となりますので、納付書または口座振替にて納付いただくこととなります。

Ａ

Q

　医療保険分と後期高齢者支援分を『国民健康保険料』としてご負担いただきます。
　（介護保険分はかかりません） 

　『後期高齢者医療保険料』と『介護保険料』（※第1号被保険者）をご負担いただきます。 
※年度途中に７５歳に達する人は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。誕生月の前月までの国民
　健康保険料のほかに、誕生月以降の後期高齢者医療保険料が、別途通知されます。
 

Q&A よくあるご質問

　『75歳になる年度の国民健康保険料について』

　夫婦で国民健康保険に加入していました。夫が75歳になり後期高齢者医療保険に移行し、翌
月国民健康保険料の更正通知書が届きましたが、保険料が少し安くなっただけでした。本当に１人
分減った額なのでしょうか？

　ご主人の国民健康保険料は、誕生月の前月までの保険料を計算し、奥様の保険料と合わせて
１年間を通じた納期（１～10期）に振り分けておりますので、今年度の保険料には、ご主人の
誕生月以降の国民健康保険料は含まれておりません。また保険料が安くなったのは、ご主人が
後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険加入者が奥様1人となったため、平等割
額を半額とする減額措置に該当したためです。

●0～39歳の人

●40歳～64歳の人（介護保険第2号被保険者)

●65歳～74歳の人（介護保険第1号被保険者)

●75歳以上の人
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　軽減の判定は自動で行いますので、届出は必要ありませんが、確定申告
または住民税の申告がされていることが前提です。未申告の方はすみや
かに、1月 1日現在にお住まいの自治体などへ申告をしてください

○給与収入のみの世帯の場合

給与収入金額　　　　3,000,000円

≪所得割額の算定≫

○営業所得者の世帯の場合

5,300 ,000円

≪所得割額の算定≫

医療保険料

－ 330,000円 円 a4,970,000
（営業所得金額）

所得割
均等割
平等割

5,290,000円 444,360円　①
60,660円　②
26,290円　③

8.4%
20,220円

×
×

＝
＝
＝

（基礎控除額） （賦課標準額）
＝

1,300,000円 － 650,000円 650,000円
（専従者給与） （給与所得控除額） （専従者給与所得額）

＝

650,000円 － 330,000円 320,000円 b
a+b=5,290,000円

（総所得金額） （基礎控除額） （賦課標準額）
＝

後期高齢者支援金
所得割
均等割

5,290,000円 153,410円　④
38,460円　⑤

2.9%
12,820円

×
×

＝
＝

所得割
均等割

5,290,000円

（加入者数）3
（一世帯につき）

（加入者数）3

（加入者数）3
148,120円　⑥
39,810円　⑦

2.8%
13,270円

×
×

＝
＝

介護保険料

191,870円 →　190,000円 イ限度額超過のため

187,930円 →　160,000円 ウ限度額超過のため

国民健康保険加入者（45歳） 1人

国民健康保険加入者（60歳、58歳、45歳）3人
営業所得額（一人分）　　5,300,000円
専従者給与額（一人分）　1,300,000円
その他収入額（一人分）　無収入

3,000 ,000円

医療保険料

－ 1,080,000円 1,920,000円
（給与収入金額）

所得割
均等割
平等割

1,590,000円 133,560円　①
20,220円　②
26,290円　③

8.4%
20,220円

×
×

＝
＝
＝

（給与所得控除額） （総所得金額）
＝

1,920,000円 － 330,000円 1,590,000円
（総所得金額） （基礎控除額） （賦課標準額）

＝

後期高齢者支援金
所得割
均等割

1,590,000円 46,110円　④
12,820円　⑤

2.9%
12,820円

×
×

＝
＝

所得割
均等割

1,590,000円

（加入者数）1
（一世帯につき）

（加入者数）1

（加入者数）1
44,520円　⑥
13,270円　⑦

2.8%
13,270円

×
×

＝
＝

介護保険料

保険料の計算について詳しくは、保険年金課　保険料係にお問い合わせください。 0143－25－2433

平成２９年度国民健康保険料計算例

①+②+③　＝

④+⑤　＝

⑥+⑦　＝

180,070円　ア

58,930円　イ

57,790円　ウ

年間保険料　ア+イ+ウ　296,790円

①+②+③　＝

④+⑤　＝

⑥+⑦　＝

531,310円 ア

191,870円

187,930円

年間保険料　ア+イ+ウ　881,310円

①33万円以下 7割軽減

以下

以下

減額判定所得

世帯主の所得

＋

＋
＋

＋

加入者の所得

加入者数

加入者数②33万円＋

③33万円＋

　27万円×

　49万円×

後期高齢者医療
への移行者数

後期高齢者医療
への移行者数 ２割軽減

５割軽減

後期高齢者医療に
移行した方の所得

軽減を受けるために
確定申告または住民税
の申告が必要です

均等割・平等割の減額



非自発的失業者に対する保険料の軽減措置
≪軽減措置の概要≫

◎軽減なしの場合

4,200 ,000 円－ 1,380,000 円 2,820,000 円
給与収入 給与所得控除額 総所得金額

＝

2,820,000 円－ 330,000 円 2,490,000 円
総所得金額 基礎控除額 賦課標準額

＝

医療保険料
2,490,000 円 209 , 160円

72 , 210円

12 , 820円

85 , 030円

①8.4%× ＝

＝

ア

Ａ

所得割

1人 ②20,220円

26,290円

20,220円×均等割

一世帯につき ③平等割

後期高齢者支援金

2,490,000円 ④2.9%× ＝

＝ イ

所得割
1人 ⑤12,820円 ＝×均等割

◎軽減ありの場合

4,200 ,000円 － 1,380,000円 2,820,000円
給与収入 給与所得控除額 総所得金額

＝

2,820,000円 0.3 846,000円
総所得金額 軽減後の総所得金額

＝

846,000円 － 330,000円 516,000円
軽減後の総所得金額 賦課標準額基礎控除額

＝
医療保険料

516,000円 43,344円　 ①8.4%× ＝

ア

Ｂ

所得割

1人 ②20,220円 20,220円× ＝均等割

一世帯につき 26,290円　 ③平等割

後期高齢者支援金

516,000円 14,964円 ④2.9%× ＝

④+⑤＝27,780円 イ

所得割
1人 ⑤12,820円 12,820円× ＝均等割

● 対象者について

● 軽減期間について

一部負担金の減免

該当される方は雇用保険受給資格者証と国民健康保険証をご持参のうえ申請してください。

×

減 免 ・ 軽 減 な ど の 制 度

　平成 22 年 4月から、倒産やリストラなど自ら望まない形で離職した方（非自発的失業者）につい
て、概ね在職中の保険料の本人負担分の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間は前年の
所得のうち、給与所得を 30/100 とみなして算定し賦課することにより保険料を軽減します。

（例）　３２歳　1人　 給与収入金額　4,200,000円　の場合

年間保険料ア＋イ＝　 340,700円 年間保険料ア＋イ＝ 117,630円

①+②+③＝ 89,850円　①+②+③＝ 255,670円

Ａ－Ｂ＝年額223,070円の軽減

（10円未満切捨）

（10円未満切捨）

65歳未満で、離職の翌日から翌年度末までの期間において、
　①雇用保険の特定受給資格者（倒産・解雇などによる離職）
　②雇用保険の特定理由離職者（雇い止めなどによる離職）

　離職の翌日から翌年度末までの期間です。　

保 険 料 の 減 免

　今年の収入が著しく減少したり、天災・火災などにみまわれた世帯については、保険料の減免制度があり
ますのでご相談ください。なお、納期限の 7日前までが申請書提出期限となりますので、お早めに手続き
を行ってください。
　また、刑事施設などに拘禁されていた場合は、その期間の保険料を減免できますので、在所証明書などの
拘禁された期間を証明するものをご持参のうえ申請してください。

減免・軽減を受けるには申請が必要です。制度の詳しい説明は
保険年金課保険料係にお尋ねください。☎0143-25-2433

　災害や失業などにより、収入が著しく減少したことで、   一時的・臨時的に生活が困窮し、　医療費の窓口負担
（一部負担金）の支払いが困難になった場合は、申請により「期間を限定」して減免や猶予される場合があります。
詳しくは　保険年金課給付係☎0143-25-2702 までご連絡ください。

として失業給付を受ける方です。

④+⑤
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国保で受けられる給付について

限度額適用認定証について

高額療養費について

※70歳未満の方

Ｑ
A

【例①】

　医療機関に支払った一か月の自己負担額が高額になったときは、申請により認められると
高額療養費が支給されます。

　平成24年4月より医療費の窓口
負担が外来でも自己負担限度額ま
でとなりました。
70歳未満の方が外来や入院の際に、
国民健康保険証と一緒に限度額適用

「ウ」の世帯の方が入院し、医療費が100万円の場合の窓口での支払額は？
80,100円＋（1,000,000円－267,000円）×1％＝87,430円となります。

Ｑ
A

【例②】 もし、限度額適用認定証を提示しなかった場合はどうなるの？
1,000,000円×3割=300,000円となります。（ただし、後日申請いただくと高額

療養費として212,570円（＝300,0000円－87,430円）が支給されます。）

総所得金額等 3回目まで 4回目以降

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

イ ６００万円超、９０１万円以下 167,400円+（総医療費-558,000円）×1％） 93,000円

ウ ２１０万円超、６００万円以下  80,100円+（総医療費-267,000円）×1％） 44,400円

エ ２１０万円以下 57,600円 44,400円

オ 住民税非課税 35,400円 24,600円

対象者 １か月の自己負担限度額

課税区分 　外来のみ
（個人単位）

　入院+外来
（世帯単位）

一定以上
所 得 者

一　　般

　非 課 税
（区分2）
　非 課 税
（区分1）

平成29年7月まで

1か月の自己負担限度額

認定証を医療機関の窓口に提示すると、医療費の支払いは、表①の課税区分に応じた自己
負担限度額となり、一時的に高額な医療費を用意する必要がありません。（【例①】【例②】参照）
　認定証の交付を希望される方は、事前に保険年金課に申請してください。また、「非課
税｣ 世帯の方は、入院時の食事代の減額も合わせて受けられます。

1ヶ月の入院の自己負担額について

特定疾病療養受療証について
　血友病、慢性腎不全、ＨＩＶ感染症の方は、保険年金課で特定疾病療養受療証の交付を受
けて、国民健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示すると、毎月の自己負担限度額が原則
1万円（70歳未満の人工透析患者で上位所得者は原則2万円）となります。

　70歳以上の方が外来や入院の際に支払う額は、表②の課税区分に応じた自己負担限度額と
なります。（「非課税（区分 2・1）」世帯の方は、保険年金課で限度額適用・標準負担額減
額認定証の交付を受けて、国民健康保険証、高齢受給者証と一緒に医療機関の窓口に提示し
てください。また、入院時の食事代の減額も合わせて受けられます。）

※高額な治療を長期間受ける必要のある方………

※70歳以上の方………

44,400円

44,400円

24,600円

15,000円

12,000円

8,000円

8,000円

80,100円+（総医療費-267,000円）×1%
　　　　（4回目以降44,400円）

課税区分 　外来のみ
（個人単位）

　入院+外来
（世帯単位）

一定以上
所 得 者

一　　般

　非 課 税
（区分2）
　非 課 税
（区分1）

平成29年8月から

1か月の自己負担限度額

57,600円

57,600円

24,600円

15,000円

14,000円
　年間上限
（144,000円）

8,000円

8,000円

80,100円+（総医療費-267,000円）×1%
　　　　（4回目以降44,400円）

（4回目以降　44,400円）

※平成29年8月から、70歳以上の方は上限額が下表のとおり変わります
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高額介護合算療養費について

　世帯内で国民健康保険と介護保険の両方に自己負担額があり、その合計額が年額の自己
負担限度額を超える場合、申請により認められると限度額を超える額が支給されます。

葬祭費について

　国保に加入している方が亡くなったとき葬祭を行った方に葬祭費2万円が支給されます。

プール利用助成について

　下記の施設での利用回数券の半額を助成します。
　・入江温水プール　・げんき館ペトトルプール

出産育児一時金について

　国保に加入している方が出産したとき、出産育児一時金 42 万円（産科医
療補償制度未加入の医療機関での出産は 40万 4千円）が支給されます。
また、医療機関等への直接支払い制度を利用することができます。
なお、他の健康保険から一時金が支給される場合は、該当になりません。

※給付の手続きには、「国民健康保険証」「印鑑（シャチハタ以外）」「マイナンバー通知カー

ド」のほか、内容により、「国保の世帯主の口座番号」「医療費の領収書」など、必要なものが

異なります。

詳しくは、保険年金課給付係（125-2702）にお問い合わせください。

療養費について

【支給される例】

　医療費をいったん全額支払い、申請により認められると原則自己負担分を除いた額が療
養費として支給されます。

・やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき
・輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの治療用装具代
・海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき（日本国内での基準）
・重病人の入院・転院などで移送が必要なとき（現に掛かった費用を限度）

医療費の自己負担割合について

小学校就学前
小学校就学後から70歳未満
70歳以上（高齢受給者証交付の方）

　2割負担
　3割負担
　2割負担（一定以上所得者は3割）

※平成26年4月1日までに70歳の誕生日を
　迎えた方は特例措置により1割
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