
❶一人一人が個別に納めるのではなく、世帯ごとにまとめて納めます。
　世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、納税の義務は世帯主です。

❷年度（４月～翌年３月）途中で国民健康保険に加入したり、国民健康保険
をやめたりした人がいるときは、加入していた月数で計算されます。

❸所得割・資産割・均等割・平等割の組み合わせによって計算します。
　40 歳から 64 歳までの人がいれば介護保険料の分を追加して計算します。

❹所得情報がないと所得が把握できないため正確な国民健康保険税が計算で
きません。
　所得の情報がない人については、税務課から対象者宛てに通知が送られています。

❶世帯によって支払方法が異なります。
　銀行などの窓口で直接納めるか、口座からの引落としにより支払います。その他、国
の定めた条件に該当する人は、世帯主の年金から天引きとなります。

❷国民健康保険税額が変わることで、支払方法が変わる場合があります。
　支払方法については、税務課から送付する通知書により確認できます。これまで口座
からの引落しや年金天引きで支払っていた人でも、支払方法が変わる場合があります。

❶新しく国民健康保険に加入した人がいるとき
　ほかの健康保険をやめて国民健康保険に加入したとき、または転入、出生などにより国民健康保険に加入したときなどに、
国民健康保険税が追加になります。加入する場合は、必ず届け出が必要です。

❷国民健康保険をやめた人がいるとき
　ほかの健康保険に加入したとき、または転出、死亡などにより国民健康保険をやめたときなどに国民健康保険税が減額に
なります。ほかの健康保険に加入した場合は、必ず届け出が必要です。そのままにしておくと、国民健康保険税がかかっ
たままになります。

❸所得情報がわかったとき
　転入してきた人については、前年の所得が不明なため役場が前住所地に通知で問い合わせします。所得が判明したあとに
国民健康保険税が変更になることがあります。

❹所得申告の内容が変更されたとき
　税務署からの情報などにより所得申告の内容が変更になり、それにともなって国民健康保険税も変更になることがあります。

❺ 40歳に到達したとき
　40~64 歳までの人は、介護保険料の分が追加されるため国民健康保険税が増額になります。

※口座振替の人は、納期限に
引き落としします。残高確認
を忘れずにお願いします。

国民健康保険税の納税通知書は
７月中旬に郵送します

平成

29年度 

29年度 納期限

１期 ７月31日㈪

２期 ８月31日㈭

３期 10月２日㈪

４期 10月31日㈫

５期 11月30日㈭

６期 12月25日㈪

７期 １月31日㈬

８期 ２月28日㈬

９期 ４月２日㈪

国民健康保険税額は

国民健康保険税の納め方

年度途中でも、税金額が変わることがあります

納付書は、全期分を発送
しますので、なくさない
ようにお願いします。

志賀町国民健康保険に加入している皆さんへ
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②認定証の交付
（※）窓口支払いの上限額（月当たり）は、
　  年齢や所得に応じて異なります。

●「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの高額療養費の支給申請の手続きになります。
　（窓口に自己負担額を支払い後、高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度
　 額の差額が、後日支給されます）

事前に
①認定証の申請

③認定証を提示
　窓口支払いが
　一定上限額に（※）

住民課・富来支所窓口 病院・薬局など

これにより、一度に多額のお金を立て替える必要がなくなります。

入院または高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などの窓口で

・70 歳未満の人
・70 歳以上 75 歳未満で非課税世帯
   などの人

住民課または富来支所で
｢認定証｣ ( 限度額適用認定証 )
の交付を申請してください

｢保険証｣・｢認定証｣を
提示してください

・70 歳以上 75 歳未満で
　非課税世帯などではない人

必要ありません ｢保険証｣・｢高齢受給者
証｣を提示してください

 入院または高額な外来診療を受けたとき

70 歳から 74 歳までの国民健康保険加入者へ

７月は高齢受給者証の更新時期です。
　現在お持ちの高齢受給者証は７月 31 日で有効期限を迎え
るため、新しい高齢受給者証を７月中旬以降に送付します。
　一部負担金の割合は、前年の所得により決まりますので、
受け取り後、内容に誤りがないか確認してください。

志賀町国民健康保険の『限度額適用認定証』
『限度額適用・標準負担額減額認定証』を持っている人へ

﹁
認
定
証
﹂
な
ど
を
提
示
す
れ
ば
︑
窓
口
で
の

支
払
い
が
一
定
の
金
額
に
と
ど
め
ら
れ
ま
す
︒

現在の認定証は、７月 31 日㈪で有効期限を迎えます。
引き続き必要な人は、住民課または富来支所で申請をお願いします。

・高齢受給者証は、70 歳の誕生日の翌月
　から適用されます。

・後期高齢者医療制度の対象となる一定の
　障害があると認定された人は除きます。

・病院にかかるときは「高齢受給者証」と
　「保険証」を持参してください。

国民健康保険の申請・詳細 ･･･ 問住民課　☎ 32-9121　※富来支所総合窓口でも申請できます。

　志賀町国民健康保険では、毎年、国民健康保険の加入世帯で国民健康保険税を
完納していて、当該年度に医療機関の受診がない世帯に記念品を贈呈しています。

志賀町国民健康保険 優良家庭報償事業 のご案内

※特定健康診査を受けていること、ならびに受診結果に「要医療」と判定されていない
　ことが必要要件に加わりますので注意してください。
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　国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して病院にかかることができるよう、加入者の皆さんでお金を
出し合ってお互いに支え合っていく制度です。

平成 30 年度から　

国民健康保険制度が変わります
～国保の財政運営は市町村から都道府県へ移行します～

今回の制度改正による大きな変更点
　①医療費給付など国保の事業に必要なお金を各市町村が納付金として都道府県に納めます
　②都道府県が各市町村の医療費水準や所得水準などを基に市町村ごとの納付金を決定。
　　併せて納付金の納付に必要な市町村ごとの標準保険税率を示します
　③市町村は都道府県が示した標準税率を参考に、保険税率を決定します

　平成 27 年５月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す
る法律」が成立し、市町村で行っていた財政運営を都道府県が責任主体となることで、安定的な
国保の運営を図ることになりました。

　国保の加入者は「年齢構成が高く、医療費水準が高い」「低所得者が多い」構造となっているため、
国保税などの収入よりも医療費などで支出するお金の方が多く、市町村単位では安定した財政運
営が困難であるなどの課題があります。

国保の現状と課題

制度改正による財政の安定

※これまで市町村単位で行っている保険証の発行、保険税の賦課・徴収などは引き続き市町村単
位で行います。

平成 30 年度から国保の財政運営が
市町村から都道府県単位に移行

※都道府県が国保財政の責任主体

都道府県国保運営方針
（都道府県内の統一的方針）

石 川 県

志 賀 町

志 賀 町

※市町村が財政運営の責任主体

国 保 加 入 者国 保 加 入 者

【市町村の業務】
○  資格管理（被保険者証など発行）
○  保険税率 ･ 額の決定、賦課 ･ 徴収
○  保険給付　○  保健事業

【市町村の業務】
○  資格管理（被保険者証など発行）
○  保険税率 ･ 額の決定、賦課 ･ 徴収
○  保険給付　○  保健事業

なぜ
都道府県に
かわるの？

何が
変わるの？

現　在 平成 30 年から

市町村は都道府県が
決定した納付金を納付

都道府県
が、給付に
必要な費用
を市町村に
全額支払う

都道府県が給付金の決定、
　標準保険税率を提示

移 行

保険税の賦課・徴収

保険税の賦課・徴収

問住民課　☎ 32-9121
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保険料額決定通知書

　今回の更新に伴い、保険証の色が桜色から紫色に変わります。
　平成 29 年度の新しい保険証（紫色）は、７月中頃に簡易書留で送付
しますので、８月以降に病院を受診する際は、紫色の保険証を忘れずに
提示してください。

※有効期限内でも、世帯構成の変更や所得更正により、自己負担割合などに
変更があった場合は、新しい保険証を交付します。それまでの保険証は、
住民課または富来支所へ速やかに返還してください。

※医療機関での一部負担金の割合（１割または３割）は、前年中の所得をも
とに決定されます。

※新しい保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられていま
す。その欄に貼るための目隠しシールは、住民課、富来支所で渡しますので、
希望者はお問い合わせください。

　　後期高齢者医療制度加入直前に被用
者保険※の被扶養者であった人は保険
料が軽減されますが、関係機関などか
らの情報遅れのため、適用されていな
い場合があります。その場合は、石川
県後期高齢者医療広域連合または住民
課まで申し出てください。

 ※被用者保険
　　会社員、公務員、船員などの人 が加
　入する医療保険（国民健康保険は該当
　しません）

保険料は、前年中の所得をもとに
決定し、７月中頃に通知します。

　平成 29 年度から、所得が低い人に適用される保険料均等割軽減の判定所得
が見直されました。

・ ５割軽減については、33 万円＋ 27 万円×被保険者数　　（26.5 万円→ 27 万円）

・ ２割軽減については、33 万円＋ 49 万円×被保険者数　　（48 万円→ 49 万円）

※判定所得は、世帯の被保険者および世帯主の合計所得です。

　平成 29 年 4 月から、元被扶養者で特定の要件に該当する人などにつ
いて、後期高齢者医療の保険料軽減特例が一部、見直しとなりました。
　詳細については、保険証の送付時に同封のリーフレットまたは、石川
県後期高齢者医療広域連合のホームページをご参照ください。

　詳しくは ･･･

　世帯全員が住民税非課税の場合は、病院などを受診する際の自己負担限
度額や食事代などが軽減されます。該当者は、「限度額適用・標準負担額減
額認定証」を交付しますので、住民課または富来支所で申請してください。

※現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っている人で、８月以降
も認定要件にあてはまる場合には、保険証と一緒に新たな認定証を送付し
ます。（再度の申請は必要ありません）

後期高齢者医療被保険者証　７月中頃、新しい保険証を送付

保険料の軽減に係る所得判定基準の見直しについて

保険料の軽減率の見直しについて

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

・使用できるのは平成 29 年８月１日からです。

・現在の保険証の有効期限は、平成 29 年７月 31 日です。８月１日
以降は使用できませんので、裁断するなどして廃棄してください。

問石川県後期高齢者医療広域連合　☎ 076-223-0140　問住民課　☎ 32-9121

印
保険証見本（表）

保険証見本（裏）

封筒見本

後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ

！

 石川県後期高齢者医療広域連合
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 住宅には、住宅用火災警報器（以下「住警器」という。）の設置が義務付けられています。また、設置した住警器を定期的
に点検し、設置後 10 年を目安に機器を取りかえましょう。（10 年未満でも電池がなくなることもあります。）

・食事はちゃんと３食とりましょう！
・こまめに水分を摂りましょう！
・日傘や帽子などで直射日光を避けましょう！
・室温 28℃を超えないよう温度調節しましょう！
・体調の変化に気をつけ、休息を取りましょう！

・自分で水が飲めない
・脱力感、倦怠感が強く、動けない
・意識がもうろうとしている
・全身のけいれんなどの症状がでた

こんな時は 119 番

・涼しい場所へ避難させる
・衣服を脱がせ、身体を冷やす
・水分、塩分を補給する

◆住警器の点検

熱中症への予防対策

熱中症が疑われるときには・・・

  　　

取りかえたら本体の側面などに、油性ペン
で「設置年月」を記入しましょう。

志賀町の住警器設置率
（平成 29 年３月 31 日現在 ) 99.0％

あなたのお宅の住宅用火災警報器は大丈夫ですか⁉

熱中症に注意しましょう

 

有　

料　

広　

告　

欄

住まいと土地の総合案内所

みらい都志開発㈱

不動産のことなら何でもご相談下さい　―料金不要―
県外在住の方もお気軽にお電話下さい

羽咋市石野町ニ 107（やち歯科医院さん向かい）
TEL（０７６７）２２－１５３７

http://www.mirai-toshi.jp 宅地建物取引業石川県知事（3）3772 号
不動産コンサルティングマスター

心の通うまちづくり

【 志賀消防署からのお知らせ 】

注意！
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