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令和４年度の 特定健康診査受診券 を４月中旬以降に送付します。
　コロナの感染を心配して受診を控えていませんか？
　病気の早期発見のためにも、年に１度は健康状態のチェックをすることを
おススメしま～す。

パートやアルバイト先で健康診断を受けている場合は、あらためて特定健康診査を受診す
る必要はありませんが、健康診査の結果を能代市国保（☎89-2166）へご提供ください。
ご提供いただいた方には粗品を差し上げています。

コロナ禍でも
自分を守る行動を！

受診券が届いたら 健診実施機関では新型コロナ
ウイルス感染症の感染防止対
策に努めています。①健診実施機関に 申込み ます。

② 受診 します。
年に１回、無料です。
受診券と保険証を忘れずに！

③ 結果を確認 します。
約１～２か月後、結果が届きます。
結果によっては、特定保健指導の
ご案内をします。

今こそ受けよう!!
特定健康診査

6 月 2日㈭
6 月 9日㈭
6 月17日㈮
9 月22日㈭
9 月29日㈭

10月 7日㈮
10月21日㈮
10月27日㈭
11月10日㈭
1 月27日㈮
2 月 2日㈭
2 月 9日㈭
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内履き
（運動靴）
必要

内履き
（運動靴）
必要

二ツ井
コース

①健康 ・体力づくりの基本
　～安全で効率的な
　　　　　運動を学ぼう～

②筋力トレーニング
　～体力アップ！
　　　スタイルアップ！～

③室内でできる有酸素運動
　～天気が悪くても
　　　　　運動はできる～

二ツ井町庁舎
大会議室
（２階）

能代ふれあい
プラザ・サンピノ

（２階）

南部公民館

アリナス

浅内
コース

能代
コース

向能代
コース

テーマ コース 開催年月日 場　　所 備　考

40歳～74歳の国保加入の方へ

健診実施機関によっては、
１日あたりの予約人数を
減らしています。
予約はお早めに

Ⓒ能代市

Ⓒ能代市

延ばそう！健康寿命

日程・内容

能代市市民保険課 
TEL：８９－２１５９

  令和４年度　ヘルスアップ！運動教室のご案内

　「歩くのが遅くなった」 「つまずきやすくなった」 など、 筋肉の衰えを感じることはありませ
んか？
　いまより１０分多く身体を動かすだけでも、健康寿命 （健康で自立した生活が送れる期間）
が延びると言われています。
　市民保険課では、 健康づくりやフレイル （虚弱） 予防を目的として、 次のとおり運動教
室を開催します。
　無理せず各自のペースで行えるため、 体力に自信のない方や運動を始めたい方にピッタ
リ！ 「年だから…」 と諦める前に、 ぜひ体験してみませんか。
　おひとりで参加される方が多い教室ですので、 気兼ねせずお気軽にお申込みください。

開催時間 ： １３：３０～１５：００
受　　付 ： １３：００～
内　　容 ：健康運動指導士による講話と実技
対 象 者 ： どなたでも（能代市に住所がある方）

お申込み・お問い合わせ先

※日程等変更になることがありますので、 ご了承ください。

男性にも好評です！
男性の参加お待ちしてます

要申込み（完全予約制）
先着１５名参加無料！

お好きな回だけの参加もOK！



　前の健康保険の資格を喪失した日から国保に加入することになるた
め、国保税の納付義務もさかのぼって発生します。
　国保税は月割り計算により税額を計算しており、月末に加入してい
た場合にはその月の国保税がかかります。
　さかのぼる期間が長ければ、手続き後の負担も大きくなります。

のしろの国保

32

令和４年３月25日 発行 のしろの国保 令和４年３月25日 発行

会社を辞めたのですが、
次の勤め先が決まるま
で健康保険はどうした
らいいですか？

国保に入りたいのです
が、「健康保険資格喪
失証明書」がありませ
ん。すぐに病院に行き
たいのですが・・・

次の３つの方法があります。
１．ご家族の健康保険の被扶養者になる
ご家族のお勤め先にご相談ください。
２．これまで加入していた健康保険の任意継続
継続する健康保険にご相談ください。
３．国民健康保険に加入
１、２以外の場合は国保に加入して
ください。

健康保険資格喪失証明書は、勤めていた会社の
担当者に連絡し、入手してください。　
病院には「健康保険の変更手続き中で
ある」ことを伝え、指示に従ってくだ
さい。

国保への加入・脱退の手続きはお早めに！
　春は進学や就職の季節です。能代市への転入や他の市区町村への転出、会社の健康保険に
入ったとき、退職して会社の健康保険をやめたときなどは、14日以内に国保の加入・脱退の
手続きをしましょう。お早めに市役所窓口で手続きをお願いします。

※１　出産育児一時金の直接支払制度または受取代理制度を利用し、出産費用が42万円未
満であった場合や、各制度を利用しなかった場合は、出産育児一時金の申請ができます。

　　詳しくは国民健康保険係（☎89-2166）にお問い合わせください。
※２　㊫と表示されている保険証を持っている人は、有効期限が令和４年３月３１日までと
なっていますので、令和４年４月１日以降も引き続き在学するときは、更新の手続きが
必要です。

共通して必要なもの
①世帯主と対象者のマイナンバーカードまたは通知カード

②本人確認書類

※別世帯の人が代理で手続きする場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
◇届出窓口
　市民保険課国民健康保険係（本庁舎①～④番窓口）　　　　　　　☎８９－２１６６
　二ツ井地域局市民福祉課市民福祉係（二ツ井町庁舎②番窓口）　　☎７３－２１１４

１点でよいもの…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、
　　　　　　　　　障害者手帳など
２点が必要なもの…医療受給者証、健康保険被保険者証、年金手帳、
　　　　　　　　　介護保険被保険者証など

※通知カードは、氏名・住所等に変更がない場合

国保に加入する
（入る）とき

国保を脱退する
（やめる）とき

そ　　の　　他

他の市区町村から転入してきたとき
会社などの健康保険をやめたとき、
被扶養者に該当しなくなったとき
子どもが生まれたとき（※１）

生活保護を受けなくなったとき
他の市区町村へ転出するとき

会社などの健康保険に入ったとき、
被扶養者になったとき

死亡したとき

生活保護を受けるとき
市内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき

大学など学校へ入るために子どもが 
他の市区町村へ転出したとき（※２） 保険証、在学証明書

保険証
保険証
保険証、保護開始決定通知書

保険証、高齢受給者証、
限度額認定証、喪主の預金通帳

国保の保険証、会社の新しい保険証
または加入を証明できるもの

保険証
保護廃止決定通知書

健康保険の資格喪失証明書

必要なもの（ほかに下記の
共通して必要なものがあります）どんなとき

Ⓒ能代市

国保加入の手続きが遅くなると‥‥

【例】３月３１日に会社を辞めて８月に届出をした場合

国保資格取得日
（国保になった日）

国保加入届出日
（手続きした日）

よくあるお問い合わ
せ

会社に就職しましたが、
保険証がまだ届かなか
ったため、国保の保険
証で病院を受診してし
まいました。どうした
らいいですか？

すぐに病院に保険証が変わったことを伝えてく
ださい。
病院で医療費の国保への請求が済んでい
る場合は、ご本人が保険負担分の７割を
国保に返還し、会社の健康保険に療
養費の請求をすることになります。

会社の健康保険に入り
ましたが、国保の手続
きも会社でやってくれ
ますか？

会社で国保の手続きはしません。
新しい保険証ができたら、国保をやめ
る手続きは、ご本人がしてください。

職場の健康保険
などの加入期間

国保の加入期間
この期間も国保税を払う必要があります

4/1 8/1

手続きはお早めに！



　前の健康保険の資格を喪失した日から国保に加入することになるた
め、国保税の納付義務もさかのぼって発生します。
　国保税は月割り計算により税額を計算しており、月末に加入してい
た場合にはその月の国保税がかかります。
　さかのぼる期間が長ければ、手続き後の負担も大きくなります。

のしろの国保

32

令和４年３月25日 発行 のしろの国保 令和４年３月25日 発行

会社を辞めたのですが、
次の勤め先が決まるま
で健康保険はどうした
らいいですか？

国保に入りたいのです
が、「健康保険資格喪
失証明書」がありませ
ん。すぐに病院に行き
たいのですが・・・

次の３つの方法があります。
１．ご家族の健康保険の被扶養者になる
ご家族のお勤め先にご相談ください。
２．これまで加入していた健康保険の任意継続
継続する健康保険にご相談ください。
３．国民健康保険に加入
１、２以外の場合は国保に加入して
ください。

健康保険資格喪失証明書は、勤めていた会社の
担当者に連絡し、入手してください。　
病院には「健康保険の変更手続き中で
ある」ことを伝え、指示に従ってくだ
さい。

国保への加入・脱退の手続きはお早めに！
　春は進学や就職の季節です。能代市への転入や他の市区町村への転出、会社の健康保険に
入ったとき、退職して会社の健康保険をやめたときなどは、14日以内に国保の加入・脱退の
手続きをしましょう。お早めに市役所窓口で手続きをお願いします。

※１　出産育児一時金の直接支払制度または受取代理制度を利用し、出産費用が42万円未
満であった場合や、各制度を利用しなかった場合は、出産育児一時金の申請ができます。

　　詳しくは国民健康保険係（☎89-2166）にお問い合わせください。
※２　㊫と表示されている保険証を持っている人は、有効期限が令和４年３月３１日までと
なっていますので、令和４年４月１日以降も引き続き在学するときは、更新の手続きが
必要です。

共通して必要なもの
①世帯主と対象者のマイナンバーカードまたは通知カード

②本人確認書類

※別世帯の人が代理で手続きする場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
◇届出窓口
　市民保険課国民健康保険係（本庁舎①～④番窓口）　　　　　　　☎８９－２１６６
　二ツ井地域局市民福祉課市民福祉係（二ツ井町庁舎②番窓口）　　☎７３－２１１４

１点でよいもの…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、
　　　　　　　　　障害者手帳など
２点が必要なもの…医療受給者証、健康保険被保険者証、年金手帳、
　　　　　　　　　介護保険被保険者証など

※通知カードは、氏名・住所等に変更がない場合

国保に加入する
（入る）とき

国保を脱退する
（やめる）とき

そ　　の　　他

他の市区町村から転入してきたとき
会社などの健康保険をやめたとき、
被扶養者に該当しなくなったとき
子どもが生まれたとき（※１）

生活保護を受けなくなったとき
他の市区町村へ転出するとき

会社などの健康保険に入ったとき、
被扶養者になったとき

死亡したとき

生活保護を受けるとき
市内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき

大学など学校へ入るために子どもが 
他の市区町村へ転出したとき（※２） 保険証、在学証明書

保険証
保険証
保険証、保護開始決定通知書

保険証、高齢受給者証、
限度額認定証、喪主の預金通帳

国保の保険証、会社の新しい保険証
または加入を証明できるもの

保険証
保護廃止決定通知書

健康保険の資格喪失証明書

必要なもの（ほかに下記の
共通して必要なものがあります）どんなとき

Ⓒ能代市

国保加入の手続きが遅くなると‥‥

【例】３月３１日に会社を辞めて８月に届出をした場合

国保資格取得日
（国保になった日）

国保加入届出日
（手続きした日）

よくあるお問い合わ
せ

会社に就職しましたが、
保険証がまだ届かなか
ったため、国保の保険
証で病院を受診してし
まいました。どうした
らいいですか？

すぐに病院に保険証が変わったことを伝えてく
ださい。
病院で医療費の国保への請求が済んでい
る場合は、ご本人が保険負担分の７割を
国保に返還し、会社の健康保険に療
養費の請求をすることになります。

会社の健康保険に入り
ましたが、国保の手続
きも会社でやってくれ
ますか？

会社で国保の手続きはしません。
新しい保険証ができたら、国保をやめ
る手続きは、ご本人がしてください。

職場の健康保険
などの加入期間

国保の加入期間
この期間も国保税を払う必要があります

4/1 8/1

手続きはお早めに！



のしろの国保

14

令和４年３月25日 発行

のしろの国保のしろの国保
能代市 市民福祉部 市民保険課　 電話８９-２１６６発行

令和４年

発行
3月25日

令和４年度の 特定健康診査受診券 を４月中旬以降に送付します。
　コロナの感染を心配して受診を控えていませんか？
　病気の早期発見のためにも、年に１度は健康状態のチェックをすることを
おススメしま～す。

パートやアルバイト先で健康診断を受けている場合は、あらためて特定健康診査を受診す
る必要はありませんが、健康診査の結果を能代市国保（☎89-2166）へご提供ください。
ご提供いただいた方には粗品を差し上げています。

コロナ禍でも
自分を守る行動を！

受診券が届いたら 健診実施機関では新型コロナ
ウイルス感染症の感染防止対
策に努めています。①健診実施機関に 申込み ます。

② 受診 します。
年に１回、無料です。
受診券と保険証を忘れずに！

③ 結果を確認 します。
約１～２か月後、結果が届きます。
結果によっては、特定保健指導の
ご案内をします。

今こそ受けよう!!
特定健康診査

6 月 2日㈭
6 月 9日㈭
6 月17日㈮
9 月22日㈭
9 月29日㈭

10月 7日㈮
10月21日㈮
10月27日㈭
11月10日㈭
1 月27日㈮
2 月 2日㈭
2 月 9日㈭

①
②
③
①
②
③
①
②
③
①
②
③

内履き
（運動靴）
必要

内履き
（運動靴）
必要

二ツ井
コース

①健康 ・体力づくりの基本
　～安全で効率的な
　　　　　運動を学ぼう～

②筋力トレーニング
　～体力アップ！
　　　スタイルアップ！～

③室内でできる有酸素運動
　～天気が悪くても
　　　　　運動はできる～

二ツ井町庁舎
大会議室
（２階）

能代ふれあい
プラザ・サンピノ

（２階）

南部公民館

アリナス

浅内
コース

能代
コース

向能代
コース

テーマ コース 開催年月日 場　　所 備　考

40歳～74歳の国保加入の方へ

健診実施機関によっては、
１日あたりの予約人数を
減らしています。
予約はお早めに

Ⓒ能代市

Ⓒ能代市

延ばそう！健康寿命

日程・内容

能代市市民保険課 
TEL：８９－２１５９

  令和４年度　ヘルスアップ！運動教室のご案内

　「歩くのが遅くなった」 「つまずきやすくなった」 など、 筋肉の衰えを感じることはありませ
んか？
　いまより１０分多く身体を動かすだけでも、健康寿命 （健康で自立した生活が送れる期間）
が延びると言われています。
　市民保険課では、 健康づくりやフレイル （虚弱） 予防を目的として、 次のとおり運動教
室を開催します。
　無理せず各自のペースで行えるため、 体力に自信のない方や運動を始めたい方にピッタ
リ！ 「年だから…」 と諦める前に、 ぜひ体験してみませんか。
　おひとりで参加される方が多い教室ですので、 気兼ねせずお気軽にお申込みください。

開催時間 ： １３：３０～１５：００
受　　付 ： １３：００～
内　　容 ：健康運動指導士による講話と実技
対 象 者 ： どなたでも（能代市に住所がある方）

お申込み・お問い合わせ先

※日程等変更になることがありますので、 ご了承ください。

男性にも好評です！
男性の参加お待ちしてます

要申込み（完全予約制）
先着１５名参加無料！

お好きな回だけの参加もOK！


