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能代市 市民福祉部 市民保険課　 電話８９-２１６６発行

令和３年

発行
６月25日

令和３年度 特定健康診査のご案内

特定保健指導を受けましょう！

国保税の納税通知書を発送します

令和３年度の国保税について

　令和３年度国保税の納税通知書を７月１２日付けで世帯主あてに発送いたします。
　世帯主が国保加入者でない場合でも、同じ世帯に加入者がいれば、世帯主に納
税通知書が送られます。
　納税通知書がお手元に届かない場合や、内容についてご不明な点がありましたら、
税務課市民国保税係（☎89-2126）までご連絡ください。

　年間の国保税額は、それぞれ所得割、均等割、平等割を合算して決定します。
　令和３年度の国保税額の決定方法は、下記のとおりです。なお、２年度と税率等に変更ありません。

　新型コロナウイルス感染症への感染の懸念から、受診控えをされていませんか。
　自覚症状が現れにくい、そんな病気もあります。過度な受診控えは、健康上のリスクを
高めてしまう場合があります。
　こんな時だからこそ、自分の身体は自分で管理しましょう。そのための一歩が健康診査
です。

【国保税の軽減基準について】
　国保税には、世帯主と国保加入者等の軽減判定用所得が基準を下回る世帯について、均等割、
平等割の金額を軽減（７割・５割・２割）する制度があります。
※未申告の人が世帯にいると、軽減制度に該当しません。

詳しい計算方法については、能代市のホームページをご覧いただくか、
税務課市民国保税係(☎８９－２１２６）までお問い合わせください。

年間国保税額 医　療　分 後期高齢者
支援金等分

介　護　分
（※40～64歳の人のみ）＝ ＋ ＋

（前年の所得－43万円）
×7.45%

所得割
(加入者１人ごとに
計算して合算)

均等割
(１人あたり)

平等割
(１世帯あたり)

17,300円×加入者数

20,700円

630,000円課税限度額

（前年の所得－43万円）
×2.88%

6,600円×加入者数

8,000円

190,000円

（前年の所得－43万円）
×1.93%

5,800円×加入者数

5,100円

170,000円

前年中の軽減判定用所得が下記の金額以下の世帯 軽減割合
７割

５割

４３万円＋１０万円 ×（給与所得者等の数－１）
４３万円＋１０万円 ×（給与所得者等の数－１）
　　 ＋２８．５万円 ×（世帯内の被保険者数）
４３万円＋１０万円 ×（給与所得者等の数－１）
　　　　＋５２万円 ×（世帯内の被保険者数） ２割

～ 大切なあなたの健康を守るために ～

　特定健康診査は、メタボリックシンドロームの発生リスクを早期に見つ
け、生活習慣の改善に役立てていただくため、４０歳以上を対象に行って
いる健康診査です。年に１回、無料で健康チェック！しましょう。
※対象者には、青色の受診券を送付しています。

　健康診査は、感染症予防に配慮し
た方法で行われていますが、新型コ
ロナウイルス感染症の感染状況によ
り、休止する場合があります。
　市ホームページをご覧いただく
か、市民保険課にお問い合わせくだ
さい。
市民保険課　☎８９－２１６６

【問い合わせ先】　市民保険課 ☎８９－２１５９

特定健康診査ってなに？

家庭訪問などで受診案内します
　能代市国保では、文
書などによる受診案内
に加え、訪問や電話に
よる受診案内を行って
います。
　前年度未受診の人や
今年度40歳になる人な
どを対象に、感染症防
止対策をして、職員が世帯を訪問しま
すので、ご理解をお願いします。
　健診に関する疑問などがあれば、気
軽にご質問ください。特定健康診査の結果を

確認していますか。
結果により･･･

　特定健康診査を受けた40～74歳
の人を対象とし、メタボリックシン
ドロームの予防・解消にむけて、３
カ月間保健師や管理栄養士が行う保
健指導です。
　健康的な生活に自ら改善できるよ
う、健診結果をもとに一緒に個別目
標を設定しサポートしていきます。
健診の結果、積極的支援・動機付け
支援の対象になった場合は、ご本人
宛に通知しますので、是非ご利用く
ださい。

●メタボリックシンドローム
 （内臓脂肪症候群）とは･･･
　内臓脂肪の蓄積により、高血
圧、高血糖、脂質異常症などが
重複した状態のことです。自覚症
状はほとんどないものの放置する
と動脈硬化が急速に進行し、心臓
病や脳卒中などを引き起こす危険
性が高まりますが、生活習慣を改
善することにより予防・改善する
ことができます。

特定保健指導ってなに？
どなたでも参加でき

る運動教室を開催してい
ます。下記までお問い合
わせください。
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　キャッシュカードで簡単に口座振替の登録ができる、「ペイジー口座振替受付サービス」を実施し
ています。どうぞご利用ください。
○申請できる場所　新庁舎 税務課（㉔㉕番窓口）、二ツ井地域局 総務企画課（⑧番窓口）

市民サービスセンター（イオン能代店３階）
○対 応 可 能 な　秋田銀行、北都銀行、青森銀行、みちのく銀行、羽後信用金庫、
　金　融　機　関　東北労働金庫、ゆうちょ銀行、あきた白神農業協同組合
○必 要 な も の　キャッシュカード、運転免許証などの本人確認書類
※上記の金融機関以外（秋田県信用組合、秋田やまもと農業協同組合）の口座振替の申請をする場合は、通帳届出印と口座番号
が分かるものをお持ちください。

納付が困難となる場合は早めにご相談を‼
　国保税の納付が困難となったときは、納期をさらに分割したり、猶予できる場合があります。
　また、特別な事情がある場合には、申請すると減免が認められることもあります。
　減免の申請をする人は、添付書類とともに納期限の７日前までに申請してください。
　（納期未到来分のものが減免申請の対象です）

納付書の状態 ○印：納付できます
×印：納付できません

国保税の納付方法について ８月は各受給者証などの更新時期です
～7月末日までに世帯主あてにお送りします～

限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証
は毎年申請が必要です

郵便局
○
×
×
×
×
○
○
○

　国保税は、特別徴収（年金天引き）または普通徴収（納付書か口座振替）で納めていただきます。
納付方法については、７月にお送りする納税通知書に記載されておりますので、必ずご確認ください。
　特別徴収：偶数月ごとに年金から天引きして徴収します。
　普通徴収：１年分を７月から９回に分けて納めていただきます。納付可能な店舗等は下記のとおりです。
○コ ン ビ ニ　納付書の裏面をご確認ください（全国の店舗で納付できます）
○郵　便　局　東北６県内の郵便局（ゆうちょ銀行）

※秋田県以外の一部の簡易郵便局では取り扱いできない場合があります。
○金融機関の　秋田銀行、北都銀行、青森銀行、みちのく銀行、羽後信用金庫、秋田県信用組合、
　本店・支店　東北労働金庫、あきた白神農業協同組合、秋田やまもと農業協同組合
○能代市役所　新庁舎 会計課（㉛番窓口）、二ツ井地域局 総務企画課（⑧番窓口）、 

富根出張所、市民サービスセンター（イオン能代店３階）
【コンビニ・郵便局での納付に関する注意点】
　下記表で「×」の場合はコンビニ・郵便局での納付ができませんので、能代市役所または金融
機関での納付をお願いします。

納付書の状態 納付の可否
コンビニ

納期限を過ぎていない納付書
納期限を過ぎた納付書
税額を訂正(手書き)したもの
納付書のミシン目を切り離したもの
ホチキスなどで束にしたもの
バーコードの表示がないもの
バーコードが汚損などで読み取れないもの
１枚の金額が３０万円を超えているもの

○
×
×
×
×
×
×
×

一定基準の所得（住民税の課
税所得145万円以上）がある70
歳から74歳の国保加入者が同
じ世帯にいる人（注）

区分 判定基準 医療機関で支払う
一部負担金の負担割合

現役並み
所得者

上記以外

３割

２割

※コンビニ・郵便局で納付した分を市が確認
できるまで１週間程度かかります。
　納付後すぐに納税証明書が必要な場合は必
ず「領収書」を持参し、証明書発行窓口にご
提示ください。

(注)次のいずれかに該当する場合は、
申請により２割負担となります。

世帯の70歳から74歳の国保加入者数が、
・１人の世帯で収入が383万円未満
・２人以上の世帯で収入の合計が520万円
未満
・１人の世帯で収入が383万円以上でも、
国保から後期高齢者医療制度へ移行した
人と合計して520万円未満のとき

ご相談は、下記
窓口までどうぞ！

～国保税の納め忘れを防ぐことができます～口座振替がおすすめです！

70歳以上の国保加入者が対象です

　新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難となった人も減免を受けられ
る場合があります。詳しくは、市のホームページや、７月にお送りする納税通
知書をご覧ください。

　７０歳から７４歳までの対象者と、７０歳未満で限度額適用認定証をお持ちの人に
は、例年７月中に申請書を郵送していますが、今年度も返信用封筒を同封します。
　新型コロナウイルス感染症への対策として「三つの密」を避けるため、郵送による
申請を推奨します。皆様のご協力をお願いします。

【問い合わせ先】

(1)減免申請
(2)納税相談

課税内容について
⑴税務課市民国保税係（㉖番窓口） ☎89-2126
⑵税務課収納対策室（㉔㉕番窓口） ☎89-2128
総務企画課（⑧番窓口） ☎73-2112

税務課市民国保税係（㉖番窓口） ☎89-2126

二ツ井地域局

能代市役所

能代市役所➡

➡

　特定疾病療養受療証は、人工透析を行っている人などの医療費を所得に応じ１カ月当たり１万円
または２万円とするものです。７０歳以上の人の証には有効期限がありませんので、引き続きお使
いください。

　高額な治療を受けるときは、病院や薬局の窓口で「限度額適用認定証」などを提示することで、
同じ人が１つの医療機関窓口で支払う１カ月の一部負担金の支払いが限度額までになります。
　申請した月の１日からの適用となるため、適用を受けようとする月の末日までに申請により認定証の
交付を受け、医療機関などへ提示してください。
　認定証の有効期限は毎年７月３１日です。引き続き使用する場合は８月中の申請手続きが必要です。
　なお、区分は住民税の課税状況によって変わる場合があります。また、国保税に納め忘れ（滞納）
があると更新できない場合がありますので、ご注意ください。

高齢受給者証

70歳未満の対象者へお送りします特定疾病療養受療証

※一部負担金の負担割合

認定証の種類

住民税の課税状況 年　齢 認定証の種類

限度額適用認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証

高齢受給者証のみ
（高齢受給者証の提示で限度額の適用を受けられます）

非課税世帯

課 税 世 帯

70歳未満

70歳～74歳

70歳～74歳

70歳未満
70歳～74歳

区　分
ア･イ･ウ･エ

一般・
現役並みⅢ

現役並みⅠ、Ⅱ

オ
低所得者Ⅰ、Ⅱ

こ
く
ほ
病
院

　高齢受給者証は、毎年８月１日を基準日として※一部負担金の負担割合を再判定しています。
　所得の修正申告や世帯の変更があったときなどは変わる場合があります。
　医療機関などで受診するときは、保険証と高齢受給者証の両方を提出しましょう。
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　キャッシュカードで簡単に口座振替の登録ができる、「ペイジー口座振替受付サービス」を実施し
ています。どうぞご利用ください。
○申請できる場所　新庁舎 税務課（㉔㉕番窓口）、二ツ井地域局 総務企画課（⑧番窓口）

市民サービスセンター（イオン能代店３階）
○対 応 可 能 な　秋田銀行、北都銀行、青森銀行、みちのく銀行、羽後信用金庫、
　金　融　機　関　東北労働金庫、ゆうちょ銀行、あきた白神農業協同組合
○必 要 な も の　キャッシュカード、運転免許証などの本人確認書類
※上記の金融機関以外（秋田県信用組合、秋田やまもと農業協同組合）の口座振替の申請をする場合は、通帳届出印と口座番号
が分かるものをお持ちください。

納付が困難となる場合は早めにご相談を‼
　国保税の納付が困難となったときは、納期をさらに分割したり、猶予できる場合があります。
　また、特別な事情がある場合には、申請すると減免が認められることもあります。
　減免の申請をする人は、添付書類とともに納期限の７日前までに申請してください。
　（納期未到来分のものが減免申請の対象です）

納付書の状態 ○印：納付できます
×印：納付できません

国保税の納付方法について ８月は各受給者証などの更新時期です
～7月末日までに世帯主あてにお送りします～

限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証
は毎年申請が必要です

郵便局
○
×
×
×
×
○
○
○

　国保税は、特別徴収（年金天引き）または普通徴収（納付書か口座振替）で納めていただきます。
納付方法については、７月にお送りする納税通知書に記載されておりますので、必ずご確認ください。
　特別徴収：偶数月ごとに年金から天引きして徴収します。
　普通徴収：１年分を７月から９回に分けて納めていただきます。納付可能な店舗等は下記のとおりです。
○コ ン ビ ニ　納付書の裏面をご確認ください（全国の店舗で納付できます）
○郵　便　局　東北６県内の郵便局（ゆうちょ銀行）

※秋田県以外の一部の簡易郵便局では取り扱いできない場合があります。
○金融機関の　秋田銀行、北都銀行、青森銀行、みちのく銀行、羽後信用金庫、秋田県信用組合、
　本店・支店　東北労働金庫、あきた白神農業協同組合、秋田やまもと農業協同組合
○能代市役所　新庁舎 会計課（㉛番窓口）、二ツ井地域局 総務企画課（⑧番窓口）、 

富根出張所、市民サービスセンター（イオン能代店３階）
【コンビニ・郵便局での納付に関する注意点】
　下記表で「×」の場合はコンビニ・郵便局での納付ができませんので、能代市役所または金融
機関での納付をお願いします。

納付書の状態 納付の可否
コンビニ

納期限を過ぎていない納付書
納期限を過ぎた納付書
税額を訂正(手書き)したもの
納付書のミシン目を切り離したもの
ホチキスなどで束にしたもの
バーコードの表示がないもの
バーコードが汚損などで読み取れないもの
１枚の金額が３０万円を超えているもの

○
×
×
×
×
×
×
×

一定基準の所得（住民税の課
税所得145万円以上）がある70
歳から74歳の国保加入者が同
じ世帯にいる人（注）

区分 判定基準 医療機関で支払う
一部負担金の負担割合

現役並み
所得者

上記以外

３割

２割

※コンビニ・郵便局で納付した分を市が確認
できるまで１週間程度かかります。
　納付後すぐに納税証明書が必要な場合は必
ず「領収書」を持参し、証明書発行窓口にご
提示ください。

(注)次のいずれかに該当する場合は、
申請により２割負担となります。

世帯の70歳から74歳の国保加入者数が、
・１人の世帯で収入が383万円未満
・２人以上の世帯で収入の合計が520万円
未満
・１人の世帯で収入が383万円以上でも、
国保から後期高齢者医療制度へ移行した
人と合計して520万円未満のとき

ご相談は、下記
窓口までどうぞ！

～国保税の納め忘れを防ぐことができます～口座振替がおすすめです！

70歳以上の国保加入者が対象です

　新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難となった人も減免を受けられ
る場合があります。詳しくは、市のホームページや、７月にお送りする納税通
知書をご覧ください。

　７０歳から７４歳までの対象者と、７０歳未満で限度額適用認定証をお持ちの人に
は、例年７月中に申請書を郵送していますが、今年度も返信用封筒を同封します。
　新型コロナウイルス感染症への対策として「三つの密」を避けるため、郵送による
申請を推奨します。皆様のご協力をお願いします。

【問い合わせ先】

(1)減免申請
(2)納税相談

課税内容について
⑴税務課市民国保税係（㉖番窓口） ☎89-2126
⑵税務課収納対策室（㉔㉕番窓口） ☎89-2128
総務企画課（⑧番窓口） ☎73-2112

税務課市民国保税係（㉖番窓口） ☎89-2126

二ツ井地域局

能代市役所

能代市役所➡

➡

　特定疾病療養受療証は、人工透析を行っている人などの医療費を所得に応じ１カ月当たり１万円
または２万円とするものです。７０歳以上の人の証には有効期限がありませんので、引き続きお使
いください。

　高額な治療を受けるときは、病院や薬局の窓口で「限度額適用認定証」などを提示することで、
同じ人が１つの医療機関窓口で支払う１カ月の一部負担金の支払いが限度額までになります。
　申請した月の１日からの適用となるため、適用を受けようとする月の末日までに申請により認定証の
交付を受け、医療機関などへ提示してください。
　認定証の有効期限は毎年７月３１日です。引き続き使用する場合は８月中の申請手続きが必要です。
　なお、区分は住民税の課税状況によって変わる場合があります。また、国保税に納め忘れ（滞納）
があると更新できない場合がありますので、ご注意ください。

高齢受給者証

70歳未満の対象者へお送りします特定疾病療養受療証

※一部負担金の負担割合

認定証の種類

住民税の課税状況 年　齢 認定証の種類

限度額適用認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証

高齢受給者証のみ
（高齢受給者証の提示で限度額の適用を受けられます）

非課税世帯

課 税 世 帯

70歳未満

70歳～74歳

70歳～74歳

70歳未満
70歳～74歳

区　分
ア･イ･ウ･エ

一般・
現役並みⅢ

現役並みⅠ、Ⅱ

オ
低所得者Ⅰ、Ⅱ

こ
く
ほ
病
院

　高齢受給者証は、毎年８月１日を基準日として※一部負担金の負担割合を再判定しています。
　所得の修正申告や世帯の変更があったときなどは変わる場合があります。
　医療機関などで受診するときは、保険証と高齢受給者証の両方を提出しましょう。
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令和３年度 特定健康診査のご案内

特定保健指導を受けましょう！

国保税の納税通知書を発送します

令和３年度の国保税について

　令和３年度国保税の納税通知書を７月１２日付けで世帯主あてに発送いたします。
　世帯主が国保加入者でない場合でも、同じ世帯に加入者がいれば、世帯主に納
税通知書が送られます。
　納税通知書がお手元に届かない場合や、内容についてご不明な点がありましたら、
税務課市民国保税係（☎89-2126）までご連絡ください。

　年間の国保税額は、それぞれ所得割、均等割、平等割を合算して決定します。
　令和３年度の国保税額の決定方法は、下記のとおりです。なお、２年度と税率等に変更ありません。

　新型コロナウイルス感染症への感染の懸念から、受診控えをされていませんか。
　自覚症状が現れにくい、そんな病気もあります。過度な受診控えは、健康上のリスクを
高めてしまう場合があります。
　こんな時だからこそ、自分の身体は自分で管理しましょう。そのための一歩が健康診査
です。

【国保税の軽減基準について】
　国保税には、世帯主と国保加入者等の軽減判定用所得が基準を下回る世帯について、均等割、
平等割の金額を軽減（７割・５割・２割）する制度があります。
※未申告の人が世帯にいると、軽減制度に該当しません。

詳しい計算方法については、能代市のホームページをご覧いただくか、
税務課市民国保税係(☎８９－２１２６）までお問い合わせください。

年間国保税額 医　療　分 後期高齢者
支援金等分

介　護　分
（※40～64歳の人のみ）＝ ＋ ＋

（前年の所得－43万円）
×7.45%

所得割
(加入者１人ごとに
計算して合算)

均等割
(１人あたり)

平等割
(１世帯あたり)

17,300円×加入者数

20,700円

630,000円課税限度額

（前年の所得－43万円）
×2.88%

6,600円×加入者数

8,000円

190,000円

（前年の所得－43万円）
×1.93%

5,800円×加入者数

5,100円

170,000円

前年中の軽減判定用所得が下記の金額以下の世帯 軽減割合
７割

５割

４３万円＋１０万円 ×（給与所得者等の数－１）
４３万円＋１０万円 ×（給与所得者等の数－１）
　　 ＋２８．５万円 ×（世帯内の被保険者数）
４３万円＋１０万円 ×（給与所得者等の数－１）
　　　　＋５２万円 ×（世帯内の被保険者数） ２割

～ 大切なあなたの健康を守るために ～

　特定健康診査は、メタボリックシンドロームの発生リスクを早期に見つ
け、生活習慣の改善に役立てていただくため、４０歳以上を対象に行って
いる健康診査です。年に１回、無料で健康チェック！しましょう。
※対象者には、青色の受診券を送付しています。

　健康診査は、感染症予防に配慮し
た方法で行われていますが、新型コ
ロナウイルス感染症の感染状況によ
り、休止する場合があります。
　市ホームページをご覧いただく
か、市民保険課にお問い合わせくだ
さい。
市民保険課　☎８９－２１６６

【問い合わせ先】　市民保険課 ☎８９－２１５９

特定健康診査ってなに？

家庭訪問などで受診案内します
　能代市国保では、文
書などによる受診案内
に加え、訪問や電話に
よる受診案内を行って
います。
　前年度未受診の人や
今年度40歳になる人な
どを対象に、感染症防
止対策をして、職員が世帯を訪問しま
すので、ご理解をお願いします。
　健診に関する疑問などがあれば、気
軽にご質問ください。特定健康診査の結果を

確認していますか。
結果により･･･

　特定健康診査を受けた40～74歳
の人を対象とし、メタボリックシン
ドロームの予防・解消にむけて、３
カ月間保健師や管理栄養士が行う保
健指導です。
　健康的な生活に自ら改善できるよ
う、健診結果をもとに一緒に個別目
標を設定しサポートしていきます。
健診の結果、積極的支援・動機付け
支援の対象になった場合は、ご本人
宛に通知しますので、是非ご利用く
ださい。

●メタボリックシンドローム
 （内臓脂肪症候群）とは･･･
　内臓脂肪の蓄積により、高血
圧、高血糖、脂質異常症などが
重複した状態のことです。自覚症
状はほとんどないものの放置する
と動脈硬化が急速に進行し、心臓
病や脳卒中などを引き起こす危険
性が高まりますが、生活習慣を改
善することにより予防・改善する
ことができます。

特定保健指導ってなに？
どなたでも参加でき

る運動教室を開催してい
ます。下記までお問い合
わせください。


