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Ａ．●効果　その１　公平な支え合いで、国保財政が安定します！
　県内で保険税負担を公平に支え合うため、県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納
付金の額を決定し、市町村が県へ納付します。そして、保険給付に必要な費用は全額、保険給付費等交付金
として市町村に対して支払われることで、国保財政はこれまでと比べて大きく安定します。
●効果　その２　高額療養費の多数回該当が県内で通算されます！
　平成30年度からは秋田県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であるときは、高
額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。

Ａ．現在は、市町村が保険者となり個別に国民健康保険を運営していますが、平成30年４月から、都道府県
と市町村がともに保険者となり、それぞれの役割を担います。
　また、国保の財政基盤を強化するため、国から、全国で約3,400億円の追加的な財政支援が行われます。

Ａ．平成30年度国保事業費納付金の仮係数による算定結果が、平成29年12月に秋田県から示されました。こ
れによると、平成30年度の事業費納付金を納付するために必要となる能代市国保の一人当たり国保税は、現
在の一人当たり国保税を超えていないため、制度改正により税率を変える必要はないと考えられます。
　また、制度改正により保険税水準が一定割合を超えると算定された市町村には、激変緩和措置が行われ、
大きく水準が上がることのないよう調整されることになっています。

Ａ．平成30年度から、秋田県も国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任主体となります。資格や保険
税の賦課・徴収などの窓口は、引き続き能代市です。今年の一斉更新から、新しい被保険者証などには、
「秋田県」と表記されるようになります。

国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年４月から追加的な財政支援が行われるとともに、市
町村に加え、都道府県も国保制度を担うことになりました。
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全額市町村に支払う（交付金）

ジェネリック医薬品の差額
通知を送っています

　ジェネリック医薬品の使用
促進のため、能代市国保に加
入している人のうち、一カ月
の窓口での支払金額が100 円
以上軽減できる見込みの人に、
２月と８月の年２回、差額通
知を送っています。

平成30年４月から国民健康保険制度が変わります

　まずは、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。な
お、能代市国保では、ジェネリック医薬品希望シールを準備
しています。保険証やお薬手帳などに貼ってご活用ください。
シールは、差額通知と一緒に送っているほか、市民保険課（新
庁舎①～④番窓口）、二ツ井地域局市民福祉課（二ツ井町庁舎
②番窓口）にありますので、ご自由にお持ちください。
※すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではありません
のでご理解をお願いします。

　平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりまし
たが、能代市国保が偶数月に発行している医療費のお知らせ（ハガキ）を添付すると、その内訳について明細書へ
の記入を省略できます。
　ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から５年間、税務署から領収書の提示や提出を求めら
れる場合があります。領収書や医療費のお知らせは大切に保管してください。
※平成31年分の確定申告までは、これまでと同じく領収書の添付や提示によることもできます｡
※平成30年2月発送の医療費のお知らせは、平成29年10月～ 11月診療分です。12月分は明細書の記入が必要です。

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬
（先発医薬品）の特許が切れた後に製造販売され
る、新薬と同一の有効成分を同一量含み、効き
目が同等な医薬品のことです。

　価格は新薬と比べて約4 ～ 5割安
価です。薬を長期間服用する場合な
どは家計負担を大幅に軽減できます。

　近年の医療費は年々増加傾向にあり、今後も同様に増加が続くと見込まれます。
このことは、みなさまの家計や医療保険の負担増にもつながると考えられます。今回
は、お薬の自己負担や国保全体の医療費を抑えることのできるジェネリック医薬品に
ついてお知らせします。

ジェネリック医薬品って何？

Ｑ．制度改正により国保税の税率を変える必要はあるの？

Ｑ．見直しすることでどんな効果があるの？

Ｑ．主な変更点は？

Ｑ．見直しの柱は？

どのくらい安くなるの？

ジェネリック医薬品を希望したいときは？

ジェネリック医薬品を使ってみませんか？

 確定申告で医療費控除を受けられる方へ
～「医療費のお知らせ」が使えるようになります～

【平成30年度以降】県が財政運営責任を担うなど中心的役割を果たし、
　　　　　　　　　 市町村との共同運営

【現行】市町村が個別に運営
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同じ月に医療費の支払いが自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されるのが高額療養費制度で
す。年齢や世帯の所得などにより、自己負担限度額が異なります。

整骨院や接骨院などで治療を受けるとき、国保の保険証が使える場合と、使えない場合があります。正し
く理解して、適正な受診を心掛けましょう。

●保険を使えるのはどんなとき？
　整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫（肉ばなれを含む）の施術
を受けた場合に保険の対象になります。なお、骨折および脱臼については、
緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 

●治療をうけるときの注意は？
・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。
・病院などで同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の対象になりません。
・治療が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう。病気による痛みが原因かもしれません。

●保険を使えるのはどんなとき？
　筋麻痺や関節拘縮などであって、医療上マッサ
ージを必要とする症例について施術を受けたとき、
保険の対象となります。

●治療をうけるときの注意は？
・あらかじめ医師の発行した同意書または診断

書が必要です。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾

病予防のためのマッサージなどは保険の対象
となりませんので、ご注意ください。

●保険を使えるのはどんなとき？
　主として神経痛、リウマチ、頸（けい）腕（わん）
症候群、五十肩、腰痛症及び頸（けい）椎（つい）
捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾
患の治療を受けたとき、保険の対象となります。

●治療をうけるときの注意は？
・あらかじめ医師の発行した同意書または診断

書が必要です。　
・病院などで同じ対象疾患の治療を受けている

間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対
象にはなりませんので、ご注意ください。

出典：厚生労働省ＨＰ（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html）を加工して作成

※１：区分ア～エは国保加入者全員の「総所得金額－基礎控除33万円」の合計額で区分を判定します。
　　　区分オは世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯です。
※２：診療月から過去12ヵ月で自己負担限度額に達した回数が３回以上あれば、４回目以降の欄の自己負担限度額になります。

①暦月（１日～末日）ごとに計算をします。　
②同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算です。
③2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算です。
④同世帯の国保加入者は、同月21,000円を超えている医療機関分は合算できます。
⑤保険外の診療、食事代、差額ベッド代などは対象外です。

①暦月（１日～末日）ごとに計算をします。　
②外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
③病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。　
④保険外の診療、食事代、差額ベッド代などは対象外です。

※３：現役並み所得者…70歳以上の国保加入者のうち、１人でも住民税課税所得が145万円以上の人と同一世帯にいる人。
　　　一般…現役並み所得、低所得Ⅰ・Ⅱのいずれにも当てはまらない人。
　　　低所得者Ⅱ…同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、低所得Ⅰ以外の人。　
　　　低所得者Ⅰ…同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の場合は控除額
　　　　　　　　　を80万円として計算）を差し引いたときに０円となる人。
※４：「現役並み所得」区分のうち、所得要件を満たすと「一般」区分になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

901万円超
600万円超～901万円
210万円超～600万円

210万円以下
住民税非課税世帯

ア
イ
ウ
エ
オ

252,600円+（医療費の10割分－842,000円）×1%
167,400円+（医療費の10割分－558,000円）×1%
　80,100円+（医療費の10割分－267,000円）×1%

57,600円
35,400円

140,100円
93,000円
44,400円
44,400円
24,600円

現役並み所得者
（※４）

57,600円

8,000円
24,600円
15,000円

業務上や通勤途中のけがは、労災保険の対象となり、保険証は使えません

◆領収書は必ずもらいましょう。
　・後日、医療費通知で金額などを確認してください。 
　・確定申告などの医療費控除を受けるときにも必要となりますので、大切に保管しましょう。
◆能代市国保では、医療費適正化のため、整骨院・接骨院で治療を受けられた人に、治療内容について
照会させていただく場合があります。ご自身で回答できるよう、診療内容を記録しておきましょう。

柔道整復師の施術を受けられる方へ 

マッサージの施術を
　　　　　　受けられる方へ

はり・きゅうの施術を
　　　　　　受けられる方へ

所 得 要 件（※1） 区分 自己負担限度額（3回目まで） 4回目以降（※2）

外来+入院（世帯単位）

80,100円+（医療費の10割分－267,000円）×1%
※4回目以降は44,400円

57,600円
※4回目以降は44,400円

外来（個人単位）区　　分（※３）

一　　般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

14,000円
［年間上限 144,000円］

医療費が高額になったとき 整骨院・接骨院などで治療を受けるとき

70歳未満の人

70歳以上75歳未満の人

自己負担額の計算条件

◆高額療養費の申請に必要なもの
１．保険証　２．領収書（なくした場合はご相談ください）　３．本人確認書類（免許証など）　４．振込先の通帳
５．マイナンバーが分かるもの　６．印鑑　７．同一世帯以外の代理人が申請する場合は委任状

◆申請場所　市民保険課　新庁舎①～④番窓口、市民福祉課　二ツ井町庁舎②番窓口

自己負担額の計算条件
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外来（個人単位）区　　分（※３）

一　　般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

14,000円
［年間上限 144,000円］

医療費が高額になったとき 整骨院・接骨院などで治療を受けるとき

70歳未満の人

70歳以上75歳未満の人

自己負担額の計算条件

◆高額療養費の申請に必要なもの
１．保険証　２．領収書（なくした場合はご相談ください）　３．本人確認書類（免許証など）　４．振込先の通帳
５．マイナンバーが分かるもの　６．印鑑　７．同一世帯以外の代理人が申請する場合は委任状

◆申請場所　市民保険課　新庁舎①～④番窓口、市民福祉課　二ツ井町庁舎②番窓口

自己負担額の計算条件
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Ａ．●効果　その１　公平な支え合いで、国保財政が安定します！
　県内で保険税負担を公平に支え合うため、県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納
付金の額を決定し、市町村が県へ納付します。そして、保険給付に必要な費用は全額、保険給付費等交付金
として市町村に対して支払われることで、国保財政はこれまでと比べて大きく安定します。
●効果　その２　高額療養費の多数回該当が県内で通算されます！
　平成30年度からは秋田県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であるときは、高
額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。

Ａ．現在は、市町村が保険者となり個別に国民健康保険を運営していますが、平成30年４月から、都道府県
と市町村がともに保険者となり、それぞれの役割を担います。
　また、国保の財政基盤を強化するため、国から、全国で約3,400億円の追加的な財政支援が行われます。

Ａ．平成30年度国保事業費納付金の仮係数による算定結果が、平成29年12月に秋田県から示されました。こ
れによると、平成30年度の事業費納付金を納付するために必要となる能代市国保の一人当たり国保税は、現
在の一人当たり国保税を超えていないため、制度改正により税率を変える必要はないと考えられます。
　また、制度改正により保険税水準が一定割合を超えると算定された市町村には、激変緩和措置が行われ、
大きく水準が上がることのないよう調整されることになっています。

Ａ．平成30年度から、秋田県も国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任主体となります。資格や保険
税の賦課・徴収などの窓口は、引き続き能代市です。今年の一斉更新から、新しい被保険者証などには、
「秋田県」と表記されるようになります。

国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年４月から追加的な財政支援が行われるとともに、市
町村に加え、都道府県も国保制度を担うことになりました。

能代市 能代市

○○町 ○○町

△△市

△△市

県が市町村ごとに決定した
国保事業費納付金を市町村が納付

秋田県

給付費（個人負担を除いた医療費）に必要な費用を、
全額市町村に支払う（交付金）

ジェネリック医薬品の差額
通知を送っています

　ジェネリック医薬品の使用
促進のため、能代市国保に加
入している人のうち、一カ月
の窓口での支払金額が100 円
以上軽減できる見込みの人に、
２月と８月の年２回、差額通
知を送っています。

平成30年４月から国民健康保険制度が変わります

　まずは、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。な
お、能代市国保では、ジェネリック医薬品希望シールを準備
しています。保険証やお薬手帳などに貼ってご活用ください。
シールは、差額通知と一緒に送っているほか、市民保険課（新
庁舎①～④番窓口）、二ツ井地域局市民福祉課（二ツ井町庁舎
②番窓口）にありますので、ご自由にお持ちください。
※すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではありません
のでご理解をお願いします。

　平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりまし
たが、能代市国保が偶数月に発行している医療費のお知らせ（ハガキ）を添付すると、その内訳について明細書へ
の記入を省略できます。
　ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から５年間、税務署から領収書の提示や提出を求めら
れる場合があります。領収書や医療費のお知らせは大切に保管してください。
※平成31年分の確定申告までは、これまでと同じく領収書の添付や提示によることもできます｡
※平成30年2月発送の医療費のお知らせは、平成29年10月～ 11月診療分です。12月分は明細書の記入が必要です。

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬
（先発医薬品）の特許が切れた後に製造販売され
る、新薬と同一の有効成分を同一量含み、効き
目が同等な医薬品のことです。

　価格は新薬と比べて約4 ～ 5割安
価です。薬を長期間服用する場合な
どは家計負担を大幅に軽減できます。

　近年の医療費は年々増加傾向にあり、今後も同様に増加が続くと見込まれます。
このことは、みなさまの家計や医療保険の負担増にもつながると考えられます。今回
は、お薬の自己負担や国保全体の医療費を抑えることのできるジェネリック医薬品に
ついてお知らせします。

ジェネリック医薬品って何？

Ｑ．制度改正により国保税の税率を変える必要はあるの？

Ｑ．見直しすることでどんな効果があるの？

Ｑ．主な変更点は？

Ｑ．見直しの柱は？

どのくらい安くなるの？

ジェネリック医薬品を希望したいときは？

ジェネリック医薬品を使ってみませんか？

 確定申告で医療費控除を受けられる方へ
～「医療費のお知らせ」が使えるようになります～

【平成30年度以降】県が財政運営責任を担うなど中心的役割を果たし、
　　　　　　　　　 市町村との共同運営

【現行】市町村が個別に運営


