
保険と年金
　病気やケガをした時に、安心して治療が受けられるよう、わが国では保険料を出し合いそこから医療費の大部分が支払われ
る医療保険制度が確立しています。法律により、誰もが医療保険に入ることになっています。

国民健康保険  国保年金課  ☎0742‐34‐4991

加入しなければならない人
　国民健康保険は、次に該当する人を除き、市内に住所を有
するすべての人が加入しなければなりません。
●···職場の健康保険、船員保険、各種共済組合等の保険加入者
とその被扶養者

●···後期高齢者医療制度で医療を受ける人
●·生活保護を受けている人

保険の届け出
　国民健康保険に加入するときややめるとき、内容に変更が
あるときは、世帯主が14日以内に届けましょう。
届出先：転入・転出などの住民異動を伴う届出············市民課

住民異動を伴わない届出························国保年金課
出張所・行政センターではいずれの届出も受け付けます。

　病気やケガで医療機関を受診するときは、その医療費の
一部（一部負担金）を支払うだけで、診療を受けることができ
ます。残りの費用は国保から支払われます。

医療機関で支払う医療費の窓口負担割合

70歳未満の方の自己負担限度額（月額）（平成27年1月～）

70歳以上の方の自己負担限度額（月額・平成30年7月受診分まで）

①高額療養費の支給
　1か月（1日から末日まで）の医療費の一部負担金（被保険
者1人ごとの個人単位で計算）が、一定額を超えたときは、申
請により超えた額の支給を受けることができます。ただし、差
額ベッド料や保険のきかない治療代・入院中の食事代の自己
負担額については、支給の対象になりません。この他にも高
額療養費の支給にかかる自己負担額の計算については、細
かい決まりがありますのでお問い合わせください。

加入の手続 保険給付の内容

こんなときは届け出を 持ち物

国
保
に
入
る
と
き

他市区町村から転入してきたと
き（職場の健康保険等のない人）

印鑑、他市区町村の転出証
明書

75歳未満の人が職場の健康
保険をやめたとき

印鑑、職場の健康保険をやめ
た証明書

75歳未満の人が職場の健康
保険の被扶養者からはずれ
たとき

印鑑、職場の健康保険の被
扶養者からはずれた証明書

子どもが生まれたとき 印鑑、保護者の国保の保険証
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、生活保護廃止決定通知書

国
保
を
や
め
る
と
き

他の市区町村へ転出するとき 印鑑、該当者全員の国保の
保険証

職場の健康保険に加入した
とき

印鑑、国保の保険証、職場の
保険証

職場の健康保険の被扶養者
になったとき

印鑑、該当者全員の国保の
保険証、職場の保険証

死亡したとき 印鑑、国保の保険証

生活保護を受けることになっ
たとき

印鑑、該当者全員の国保の
保険証、生活保護開始決定
通知書

そ
の
他

住所、世帯主、氏名などが変
わったとき

印鑑、世帯全員の国保の保
険証

修学のため、子どもが他市区
町村に住所を定めるとき

印鑑、国保の保険証、在学証
明書

保険証をなくしたり、汚れて
使えなくなったとき

印鑑、使えなくなった国保の
保険証

※··保険証の窓口交付には、本人確認できる書類（運転免許証・パスポート
等の公的機関が発行する顔写真のある証明書）の提示が必要です。

※··70歳以上75歳未満の人（現役並み所得者は除く）のうち、昭和19年4
月1日以前に生まれた人の窓口負担は１割です。

義務教育就学前
2割

義務教育就学後から
70歳未満
3割

70歳以上
75歳未満
2割※

（現役並み所得者は3割）

所得※１区分 年３回目まで 年４回目以降※２

（ア）901万円超 252,600円＋
（総医療費※４－842,000円）×1％ 140,100円

（イ）600万円超
901万円以下

167,400円＋
（総医療費※４－558,000円）×1％ 93,000円

（ウ）210万円超
600万円以下

80,100円＋
（総医療費※４－267,000円）×1％ 44,400円

（エ）210万円以下
（住民税非課
税世帯除く）

57,600円 44,400円

（オ）住民税
非課税世帯 35,400円 24,600円

所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み
所得者

平成29年7月受診分
まで44,400円 80,100円＋

（総医療費※４－267,000円）×1％
（年4回目以降※244,400円）

平成29年8月受診分
から平成30年7月受
診分まで57,600円

一般

平成29年7月受診分
まで12,000円

平成29年7月受診分まで
44,400円

平成29年8月受診分
から平成30年7月受
診分まで14,000円※3

平成29年8月受診分から
57,600円

（年4回目以降※244,400円）
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
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限度額適用認定証
70歳未満の方
　事前に限度額適用認定証の交付を受け、保険証に添えて
医療機関に提示すれば、同一月・同一医療機関等の窓口での
お支払い（保険診療分のみ）が自己負担限度額までとなりま
す。同一医療機関でも入院、外来、歯科は別計算になります。
70歳以上の方
　一般・現役並み所得者Ⅲに該当する人は、保険証（国民健康
保険被保険者証兼高齢受給者証）を医療機関に提示すれば、
同一月・同一医療機関等の窓口でのお支払い（保険診療分の
み）が外来、入院とも自己負担限度額までとなります。ただし、
異なる区分に該当する人は事前に限度額適用認定証（限度
額適用・標準負担額減額認定証）の交付を受け、保険証に添
えて医療機関に提示してください。

②療養費の支給
　旅行中（海外を含む）に病気になったり、緊急その他やむを
得ない理由で保険証を持たずに治療を受けた場合や、医師
の指示で補装具や施術等を受けた場合、輸血のため生血の
費用を負担した（親族以外に限る）場合は、まず治療費を全額
支払った後、領収書・療養費明細書等を添付して申請すると、
保険診療と認められた部分を支給します。

③出産育児一時金
　被保険者が出産された時は、出産育児一時金として
404,000円を支給します。
※··産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合は、16,000
円を加算し420,000円です。

④葬祭費
　被保険者が死亡された時は、その葬祭を行った方に葬祭
費として、30,000円を支給します。

⑤移送費の支給
　病気やケガで移動が困難なため、医師の指示で入院や転
院などのために医療機関に移送されたときに支給されます。
（保険者が必要と認めた場合に限ります。）

⑥入院時の食事代の減額
　入院した時の食事代は定額自己負担となります。住民税
非課税世帯の人及び、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準
負担額減額認定証」が必要ですので申請してください。

自己負担限度額（月額・平成30年8月受診分から）

※1「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。
※2·過去12か月間に、同一世帯での奈良市国民健康保険の高額療養費
の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が
支給されます。ただし、外来（個人単位）の自己負担限度額を超えた
分のみ支給があった場合は、回数に数えません。

※3·平成29年8月～平成30年7月受診分の年間自己負担限度額は144,000円です。
※4医療費の総額（10割）
※5·平成30年8月～翌年7月受診分の年間の自己負担限度額は144,000円です。

所得区分 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）

252,600円＋
（総医療費※４－842,000円）×1％
（年4回目以降※2·140,100円）

Ⅱ
（課税所得380
万円以上）

167,400円＋
（総医療費※４－558,000円）×1％
（年4回目以降※2·93,000円）

Ⅰ
（課税所得145
万円以上）

80,100円＋
（総医療費※４－267,000円）×1％
（年4回目以降※2·44,400円）

一般
（他のいずれの区分
にも該当しない世帯）

18,000円※5 57,600円
（年4回目以降※2·44,400円）

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

⑦交通事故その他
　交通事故など、第三者の行為による負傷で、国保を使用し
て治療を受ける時は必ず国保年金課に届け出てください。

⑧高額医療・高額介護合算制度
　医療額が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、
医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、合算して
下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。

所得※区分 限度額
（ア）901万円超 212万円

（イ）600万円超901万円以下 141万円

（ウ）210万円超600万円以下 67万円

（エ）210万円以下（住民税非課税世帯除く） 60万円

（オ）住民税非課税世帯 34万円

所得区分 限度額
現役並み所得者 67万円

一般 56万円

低所得者Ⅱ 31万円

低所得者Ⅰ 19万円

所得区分 限度額

現役並み所得者
Ⅲ （課税所得690万円以上） 212万円

Ⅱ （課税所得380万円以上） 141万円

Ⅰ （課税所得145万円以上） 67万円

一般（課税所得145万円未満等） 56万円

低所得者Ⅱ 31万円

低所得者Ⅰ 19万円

合算した場合の限度額（年額〈8月～翌年7月〉）
70歳未満

70歳以上75歳未満
平成30年7月まで

平成30年8月から

※「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。

入院時の食事代の標準負担額（1食あたり）

※申請が必要です。申請日以降に適用されます。

一般（下記以外の人） 460円

住民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ

過去12か月で90日までの入院 210円

過去12か月で90日を超える入院 160円※

低所得者Ⅰ 100円
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⑨厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
　高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労
働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」
（申請により交付）を医療機関等の窓口に提示すれば自己負
担額は1か月10,000·円※までとなります。
※··慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分（ア）（イ）の人
については、自己負担額は1·か月20,000·円までです。

①··保険証のかわりに、被保険者資格証明書を交付します。医
療機関で受診されるときは、いったんその医療機関の窓口
で保険診療分の全額を支払っていただき、後日申請により
払い戻しします。
②··保険給付の全部または一部が差し止められます。
③··保険給付の一部または全部を滞納保険料にあてます。

保険料の特別徴収（年金からの天引き）
　対象者は支給される年金から保険料（2か月分に相当する
額）を差し引いて納めることができます。

対象者
世帯内の国保被保険者全員が65歳から74歳までの世帯
の世帯主（擬制世帯主は除く）で以下の条件を満たす人
◎年額18万円以上の年金を受給していること。
◎··国保保険料と介護保険料との合算額が年金の2分の1
を超えないこと。

年金特徴時期
年6回（4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月）で年間の保険
料を特別徴収（年金から天引き）します。

6月期（第1期） 6月15日·～·6月末日
7月期（第2期） 7月15日·～·7月末日
8月期（第3期） 8月15日·～·8月末日
9月期（第4期） 9月15日·～·9月末日

10月期（第5期） 10月15日·～10月末日
11月期（第6期） 11月15日·～11月末日
12月期（第7期） 12月15日·～12月28日
1月期（第8期） 1月15日·～·1月末日
2月期（第9期） 2月15日·～·2月末日

3月期（第10期） 3月15日·～·3月末日
※··納期限が土・日曜日や休日等にあたるときは、翌日または翌々日に変
わります。12月28日が土曜日のときはその前日、日曜日のときはそ
の前々日に変わります。

　保険料は医療機関へ支払う医療費などをはじめとして、国
保を運営する重要な財源です。国保に加入すると同時に、世
帯主が保険料を負担することになります。
　介護保険制度により、国民健康保険に加入している40歳
以上65歳未満の人（第2号被保険者）には介護分保険料が加
わります。なお、40歳以上65歳未満の方で、身体障害者療
護施設など厚生労働省令で定める特定の施設に入所されて
いる人は、当分の間、介護分の保険料はかかりませんので、
国保年金課までご連絡ください。

保険料を納める時期
　保険料の納期限は次のとおりになっています。期限内に最
寄りの金融機関等、コンビニ、国保年金課、市民サービスセン
ター、各出張所・各行政センターまたは各連絡所に納付書持
参のうえ納めてください。

　糖尿病・高血圧症・脂質異常などの生活習慣病が増えてい
ます。これらは、食生活の見直し、適度な運動などで予防でき
ることが分かってきています。
　奈良市国民健康保険加入者の40歳から74歳の人を対象
にメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した「特
定健康診査」・「特定保健指導」を実施します。

特定健康診査
 国保年金課

　内臓脂肪の蓄積を未然に把握することにより、糖尿病・高血
圧症・脂質異常などの生活習慣病の予防を図ることを目的と
しています。
　メタボリックシンドロームの対策を重視した健診項目を県内
の登録医療機関で受診してもらいます。受診対象者には、受
診案内を送付します。受診後、結果通知と生活習慣の改善に
必要な情報を送付します。

特定保健指導
 健康増進課／都祁保健センター／月ヶ瀬健康相談室

　特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、
生活習慣の改善による予防効果が多く期待できる人に対して、
生活習慣を見直すサポートをします。（服薬中の人は除きます。）
　リスクの程度に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」に
分類されます。対象者には、特定健康診査の結果通知と利用
案内を送付し、面談や電話により健康状態や生活習慣の確認
を行い、3～6か月間の継続的な支援を実施します。

保険料の口座振替
　保険料のお支払いは便利で確実な口座振替をご利用ください。

申し込み
　預金口座のある市指定金融機関、収納代理金融機関等の
窓口へ、納付通知書、預金通帳とその印鑑を持参のうえ申し
込んでください。

保険料の納付相談と滞納
　災害などにより生活が著しく困難となったときや、所得が
激減して保険料の納付が困難なときはご相談ください。保
険料が減免される場合などがあります。特別な事情がない
のに、納期限をすぎても保険料を納めずにいると、次のよう
な措置がとられることがあります。

保険料

特定健康診査・特定保健指導
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　脳動脈瘤、脳腫瘍等の発見のための頭部断層撮影です。
助成対象者（次の要件をすべて満たす人）
①奈良市国民健康保険の特定健康診査を受診した人
②40歳から74歳の人
③申込時点で国民健康保険料の未納がない世帯の人
定員…900人（定員になり次第締切）

申込期間…7月～翌年1月末
受診期間…7月～翌年3月末
自己負担額…8,100円
申し込み
電話か窓口で。
受診場所（指定）
奈良市柏木町519番地の5
総合医療検査センター（メディカルなら）
MAP·M-1（25ページ）（詳細は「しみんだより」でお知らせ）

 国保年金課 
頭部ＭＲＩ検査助成

　国民年金は、すべての方に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。病気や事故で障がいが残ったときや、生計維持者
が死亡したときの不測の事態にも備えます。自営業の人や学生、自由業の人、厚生年金に加入している人やその配偶者も、み
んな国民年金の加入者となります。

国民年金  国保年金課  ☎0742‐34‐4737

加入する人
　年金加入者（被保険者）は、次の3·種類に分かれます。
◎第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満で、自営業者・
学生・無職の人など

◎第2号被保険者
厚生年金保険や共済年金に加入している会社員や公務員

◎第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合加入者に扶養されている配偶者
で、20歳以上60歳未満の人

加入と届け出 任意加入
　次の人たちも希望すれば加入することができます。
●···海外に滞在している日本人（20歳以上65歳未満）
●···国内に住所のある60歳未満の人で、老齢（退職）年金を受
けている人

●···国内に住所のある60歳以上65歳未満の人。ただし、65·歳
まで任意加入しても、なお受給資格を満たせない人は、特
例として70歳まで任意加入できます。

国民年金の届出（第1号被保険者）
　国民年金の資格を取得したとき、内容の変更があるときは、
必ず届けましょう。なお、届け出は国保年金課国民年金係室
または出張所及び行政センターで手続きをしてください。
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　保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっ
ています。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10·
年以上の保険料を納めることが必要です。40年に満たない
場合は、期間により減額されます。保険料を個別に納めるの
は第1号被保険者のみで、第2号・第3号被保険者については、
厚生年金・共済組合の制度で納めていきます。
●···定額保険料…··月額16,340円（平成30年度）
●···付加保険料…月額400円（第1·号被保険者で希望する人）

申請免除（全額免除・一部免除「4分の3・半額・4分の1免除」）
　保険料の納付が困難な場合に免除を申請すると、免除申
請者・配偶者・世帯主の申請する年度の前年中の所得をもと
に、日本年金機構が審査し、承認されると保険料の全額また
は一部が免除されます。
承認対象となる期間
7月から翌年6月分までの12か月保険料が免除されます。

学生納付特例
第1号被保険者である学生は、本人の前年所得が一定の額以
下であれば、申請することにより保険料の納付が猶予されます。
承認対象となる期間
4月から翌年3月分までの12か月の保険料が猶予されます。

納付猶予
50歳未満の被保険者が保険料の納付が困難な場合には、猶予申
請者及び配偶者の申請する年度の前年中の所得をもとに、日本
年金機構が審査し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
承認対象となる期間
7月から翌年6月分までの12か月保険料が猶予されます。
※全額免除・納付猶予には継続免除制度もあります。

国民年金保険料控除証明書の送付について
　所得税法の改正により、年末調整や確定申告を行う場合
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の添付などが
義務づけられました。社会保険料控除証明書は年末調整時
期に日本年金機構から送付されます。

保険料の納付 保険料の免除制度

保険料の支払証明

こんなときどうする？
こんなとき どうする？ 届出先

資　
格

20歳になったとき 厚生年金、共済組合に加入していない方は国
民年金に加入する

市役所（但し、適用の勧奨は奈良年金事
務所が行います）

会社を退職したとき 国民年金加入の手続きをする 市役所

結婚や退職などで、配偶者の被扶養
者となったとき 第3号被保険者ヘの種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先

配偶者の被扶養者でなくなったとき 第3号被保険者から第1号被保険者ヘの種別
変更の手続きをする 市役所

年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする 市役所又は、
奈良年金事務所（☎0742‐35-1371）

より多くの年金をうけるため付加保
険料も納めようとするとき 付加保険料納付申出をする 市役所

60歳になるまでの間に年金を受けら
れる資格期間を満たす事ができない 高齢任意加入の申出をする 市役所

資　
格

60歳以上で、すでに受給資格期間を
満たしている人が、年金額を増やして
満額の年金額に近づけたい

任意加入の申出をする 市役所

第1号被保険者が死亡したとき 資格喪失の手続きは不要です（死亡一時金
が請求できる場合があります） 市役所

保
険
料

納付書を紛失したとき 再交付の申請手続きをする 奈良年金事務所（☎0742‐35-1371）
収入が少なく、納付が困難なとき 免除（全額・3/4・半額・1/4・納付猶予）の申請をする 市役所

学生なので収入がない 学生納付特例制度の申請をする 市役所
年
金
受
給

老齢基礎年金を請求するとき 老齢基礎年金の裁定請求手続きをする
第1号期間のみ…市役所
第3号期間を含む場合…
奈良年金事務所（☎0742‐35-1371）
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　国民年金では、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの基礎年金の中から請求により給付の条件を満たせば一
人一年金が支給されます。

年金の給付

種 類 給付の条件 年金額（平成30年度）

老
齢
基
礎
年
金

10年以上保険料を納めた人（保険料免除期間も含む）
に65歳から支給。希望すれば、60歳から受けられますが、
年金額は減額されます。また、開始年齢を遅らせて、増
額された年金を受けることもできます。

満　額　　779,300円
【計算式】

779,300円×

加入可能年数は昭和36年4月以降の20歳から60歳までの年数

障
害
基
礎
年
金

●···国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける
資格のある人が国民年金法で定める障害等級1級、ま
たは2級となったとき（加入期間のうち、初診日の属す
る月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除
期間を合算して3分の2以上の保険料納付要件に該当
するか、もしくは、直近の1年に未納がないことが必要）

●···20歳になる前に国民年金法で定める障害等級１級、ま
たは２級となった人に20歳から支給（本人の所得によ
る支給制限あり）

（注）身体障害者手帳の1·級・2級とは、異なります。

1級·974,125円
2級·779,300円

※·1人目、2人目までは１人につき224,300円、3人目以降は１人につき
74,800円、「子」とは18歳に到達する年度末までか障害等級1・2級に該
当する場合は20歳未満までをいいます。

遺
族
基
礎
年
金

国民年金に加入している人や，老齢基礎年金を受ける資
格のある人が死亡したとき、その人に生計を維持されて
いた子がいる配偶者または子に支給。「子」とは18歳に
到達する年度末までか障害等級1・2級に該当する場合
は20歳未満までをいいます。
※·死亡した人の加入期間のうち、死亡日の属する月の前々月
までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して３分
の２以上の保険料納付要件に該当するか、もしくは、直近の
１年に未納がないことが必要

子がいる配偶者に支給·779,300·円＋子の加算
（1人目､2人目までは1人につき224,300円
3人目以降は1人につき74,800円）

子に支給　1人のとき　　779,300円
　　　　　2人のとき　1,003,600円

保険料納付済月数+保険料全額免除月数×1/2+保険料4分の3免除月数×5/8
保険料半額免除月数×3/4＋保険料4分の1免除月数×7/8

加入可能年数×12（月）

＋子の加算※

国民年金独自の給付
　第1号被保険者の人たちには、つぎのような独自の給付が
あります。
◎付加年金
定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納める
と、納めた月数×200円の金額（年額）が老齢基礎年金に
加算されて受け取れます。

◎寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けな
いで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に、
60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、
夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。

◎死亡一時金
第1号被保険者として3年以上の国民年金の保険料を納
めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に
支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けら
れるときには支給されません。

特別障害給付金
　国民年金に任意加入していなかったために、障害年金を受
けられなかった人へ特別障害給付金制度があります。
支給の対象は
◎··平成３年３月以前の国民年金任意加入対象であった学
生であって、国民年金に任意加入していなかった期間内

に初診日があり、現在、障害基礎年金１，２級相当の障が
いに該当する人
◎··昭和６１年３月以前の国民年金任意加入対象であった被
用者年金（厚生年金、共済組合等の加入者）の配偶者で
あって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初
診日があり、現在、障害基礎年金１，２級相当の障がいに
該当する人

支給額（平成30年度）は
1級（月額）・・・51,650円
2級（月額）・・・41,320円

※··所得によって支給制限となる場合があります。老齢年金等を受給され
ている場合は、支給制限があります。

老齢基礎年金の請求先
1. 国民年金のみの加入者
①·第1号被保険者期間のみの人
　→市役所国保年金課国民年金係
②第3号被保険者期間のある人や、合算対象期間　
　（力ラ期間）の必要な人·→·奈良年金事務所

（☎0742‐35-1371）
2.   厚生年金保険、船員保険、共済組合の加入者や加入期間

のあった人
奈良年金事務所もしくは各共済組合ヘお問い合わせくだ
さい。
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国民年金基金制度とは？
　国民年金にだけ加入している自営業者、フリーランス等国民年金の第
1号被保険者の方と会社員等（厚生年金加入）の方との年金額の差を解
消するために創設された国民年金法の規定に基づく公的な年金制度です。
【概要】
●···確定給付型の年金：将来お受取りいただく年金額に合わせて掛金が
年齢ごとに決められています。ご自身でお受取り年金額を決めて掛
金を設計できます。掛金は、加入年齢で決められ、·払込期間終了まで
変更がありません。

●···国民年金の付加保険料は、国民年金基金に加入された場合、基金に含
まれていることから別途付加保険料のみの加入納付は必要ありません。

【メリット】
●···掛金は全額社会保険料控除となり、受け取る年金は公的年金等控除
の対象になり税制上の優遇措置になります。

●···将来の年金は終身年金が基本で長生きリスクに備えます。
●···万が一早期に亡くなった場合には、家族に遺族一時金が支給されます。
■お問合せ・詳しい資料請求は

『奈良県国民年金基金』
〒630-8115·奈良市大宮町4丁目255·まつもりビル2　302号室
☎0742‐36‐5761/ＦＡＸ0742‐36‐5689

0120‐65‐4192

日本年金機構奈良年金事務所
奈良市芝辻町四丁目9番地の4

国民年金課  ☎0742‐35‐1371
（保険料の納付、年金手帳の再交付に関することなど）

お客様相談室  ☎0742‐35-1371
（年金の請求に関することなど）

ねんきんダイヤル
● 年金事務所での相談予約専用
☎0570-05-4890☎0570-05-4890
● 一般的な年金相談
☎0570-05-1165

ねんきん加入者ダイヤル
● 国民年金加入者向け
☎0570-003-004☎0570-003-004
● 事業所・厚生年金加入者向け
☎0570-007-123

　後期高齢者医療制度は、「75歳以上の人（一定の障害があると認定された65歳以上の人）」を対象とする医療を社会全体で
支える制度のことです。後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに運営しており、奈良県では県下39市町村が加入する『奈良県
後期高齢者医療広域連合』が運営主体となっています。資格・給付管理、保険料賦課は奈良県後期高齢者医療広域連合で行っ
ており、奈良市では申請書の受付業務、保険料の徴収事務などを行っています。

後期高齢者医療制度  福祉医療課  ☎0742‐34‐4754

対象となる人
①75歳以上の人（生活保護を受けている人は除く）
②··65歳以上で一定の障害があり、広域連合から認定を受け
ている人（生活保護を受けている人は除く）

※一定の障害とは、
（ア）身体障害者手帳　個別等級1～3級及び4級の一部
（イ）精神障害者保健福祉手帳1級及び2級　　　　　　　　など
（ウ）療育手帳Ａ判定

医療機関で受診するとき
　医療機関の窓口で医療費の一部（一部負担金）を支払うだ
けで、診療を受けることができます。医療機関の窓口に被保
険者証を忘れずに提示してください。
◎医療機関での窓口負担割合
　●···現役並み所得者·→·3割
　●···一般、低所得者·→·1割
※·現役並み所得者とは、住民税課税所得（各種控除後）が145万円以上
の被保険者及び、その同一世帯の被保険者
　ただし、次の要件に該当する場合には申請により1割負担となります。
　①同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
　②同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520·万円未満
　③··同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70～74
歳の人がいる場合はその人の収入を合わせて520万円未満

　※··収入とは、所得と異なり、必要経費などを差し引く前の金額のことを
いいます。生命保険の満期金、分離課税の上場株式の売却金額な
ども含まれます。

資格

給付
こんなときは届け出を 持参するもの

加
入
手
続
き

他市区町村から転入してきたとき 印鑑、負担区分証明書（県
外転入のみ）※

生活保護を受けなくなったとき 印鑑、生活保護廃止決定
通知書※

一定の障害のある状態となっ
たとき（65歳から74歳の人）

印鑑、身体障害者手帳などの
障害の程度が分かる書類※

脱
退
手
続
き

他市区町村へ転出するとき 印鑑、該当者全員の被保
険者証

生活保護を受けることになった
とき

印鑑、該当者全員の被保険者
証、生活保護開始決定通知書

死亡したとき 印鑑、被保険者証

障害認定を撤回するとき
（65歳から74歳の人） 印鑑、被保険者証

※··被保険者証の窓口交付には、本人確認できる書類（運転免許証・パス
ポートなど）の提示が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

こんなときは届け出を 持参するもの

そ
の
他

住所、氏名などが変わったとき 印鑑、被保険者証※

保険証をなくしたり、汚れて使
えなくなったとき

印鑑、使えなくなった被保
険者証※
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入院するとき
　住民税非課税世帯の人は、入院時の一部負担金及び食事
代が軽減されますので、申請して「限度額適用・標準負担額
減額認定証」の交付を受けてください。

医療費が高額になったとき
　1か月（1日から末日まで）の医療費が高額になったとき（自
己負担限度額を超えて支払った場合）、申請により自己負担
限度額を超えた分を高額療養費として支給を受けることが
できます。ただし、食事代・差額ベット代などの保険外費用は
支給の対象になりません。外来・入院どちらの場合も1か月
の同一医療機関での負担が自己負担限度額までの支払いに
とどめられます。なお、低所得者の取扱いを受けるには、限度
額適用・標準負担額減額認定証が必要です。また、現役並み
所得者Ⅰ・Ⅱの人は限度額適用証が必要です。

［注1］�診療年月を含む過去12ヵ月間に同一世帯で高額療養費の支給が
3回以上ある場合、４回目以降に適用。

［注2］ただし、外来の支給は回数に数えません。
※低所得Ⅱは、被保険者の属する世帯全員が市町村民税非課税であること
低所得Ⅰは、被保険者の属する世帯全員が市町村民税非課税であり、
その世帯員全員の所得が一定基準以下（例：年金収入80万円以下）で
あるか、老齢福祉年金を受けていること。

［注3］基準となる所得は市民税課税所得。

　高額療養費は、振込口座を指定すると高額療養費が発生
するたびに自動的に振り込みを行いますので、領収書などで
その都度手続きする必要はありません。支給は、通常の場合
３～４か月後に行います。

負担
割合 区　分 外来（個人） 外来＋入院（世帯）

1割

一般［注3］
（145万円未満等）

18,000円
年間上限（8月－翌年7月）
144,000円

57,600円
（44,400円）［注1］［注2］

低所得者Ⅱ
8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円

負担
割合 区　分 外来＋入院（世帯）

3割

現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ［注3］
（690万円以上）

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％
（140,100円）［注1］

Ⅱ［注3］
（380万円以上）

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％
（93,000円）［注1］

Ⅰ［注3］
（145万円以上）

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％
（44,400円）［注1］

一般（下記以外の人） 460円

低所得者Ⅱ
過去12か月で90日までの入院 210円

過去12か月で90日を越える入院 160円

低所得者Ⅰ 100円

自己負担限度額
【75歳に到達した月のみ、自己負担限度額が半額になります。（１日生まれは除く）】

入院時の食事代（１食あたり）

医療用装具を装着したとき
　医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの医療用装具の
購入費用を、申請すると一部負担金を除いた金額が支給されます。

旅行中（海外を含む）などで保険証を提示
せずに、10割負担で支払ったとき
　全額負担された医療費は、申請すると一部負担金を除い
た金額が支給されます。

移送に費用がかかったとき
　移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず、医師の指示
により移送を行った移送費用を申請すると一部負担金を除
いた金額が支給されます。

被保険者が亡くなったとき
　葬祭を行った人に、葬祭費として３万円支給します。

交通事故などにあったとき
　交通事故など他人から傷害を受けて、被保険者証を使用し
て治療を受けるときは必ず事前に届けてください。

高額医療・高額介護合算制度
　１年間（８月から翌年７月まで）の医療費・介護サービス費が
高額になったとき（自己負担限度額を超えて支払った場合）、
申請により自己負担限度額を超えた分が高額医療・高額介
護合算療養費として支給を受けることができます。ただし、
食事代・差額ベット代・おむつ代などの保険外費用及び、高額
療養費・高額介護サービスなどですでに支給された分は支給
の対象になりません
割  合 区  分 限度額（被保険者の世帯合算）
3割 一定以上所得者 ６７万円

1割
一般 56万円

低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

※��請求には、医療費、介護サービス費ともに自己負担していることが条
件になります。

　後期高齢者医療制度の医療費は、国・県・市町村の税金、
75歳未満の人からの支援金、そして被保険者の保険料によっ
て成り立っています。医療制度を支えるため、保険料納付に
ご理解いただきますよう、お願いします。

保険料の納めかた
①特別徴収（年金天引き）…以下の条件を満たす人
　（ア）年額18万円以上の年金を受給している
　（イ）��後期高齢者医療保険料・介護保険料の合算額が対象

年金の2分の1を超えないこと
②普通徴収（納付書・口座振替）…特別徴収以外の人
※��特別徴収の人でも口座振替に変更できます。口座振替を希望する人
は申請が必要になります。なお、口座振替の口座名義人を世帯主など
にした場合、その人の社会保険料控除が増え、世帯として税負担が軽
減される場合があります。

保険料

保
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《奈良市の業務や制度のご案内は》



※··普通徴収の納期限が土・日曜日や祝日などにあたるときは、翌日また
は翌々日に変わります。１２月２８日が土曜日のときはその前日、日曜
日のときはその前々日に変わります。

　糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病の早期発見、早期
治療を目的として健康診査を実施しています。受診対象者に
は、毎年６月末ごろから順次受診案内を送付します。

普通徴収

健康診査

第1期 ７月１５日～７月末日

第2期 ８月１５日～８月末日

第3期 ９月１５日～９月末日

第4期 １０月１５日～１０月末日

第5期 １１月１５日～１１月末日

第6期 １２月１５日～１２月２８日

第7期 １月１５日～１月末日

第8期 ２月１５日～２月末日

保険料の納付相談と滞納
　災害などにより生活が著しく困難となったときや、所得が
激減して保険料の納付が困難なときはご相談ください。保
険料の徴収猶予や減免される場合があります。特別な事情
がないのに、保険料を納めずにいると次のような措置がとら
れることがあります。
①督促を行い、延滞金を徴収します。
②通常より有効期間が短い被保険者証を交付します。

保険料を納める時期
特別徴収

第1期 ４月年金支給日

第2期 ６月年金支給日

第3期 ８月年金支給日

第4期 １０月年金支給日

第5期 １２月年金支給日

第6期 ２月年金支給日
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