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病院で検査しているので，健診を受ける必
要がないのでは？

健診は、体全体の健康状態をチェックする
もので、特定の病気を調べるための検査と

は役割が違います。健診により、ほかの病気が早
期に見つかるかもしれません。治療や検査を受け
ている場合でも、医師と相談し、受診を検討して
ください。
　なお、検査の内容が、特定健診の項目を満たし
ている場合、検査結果を病院経由で情報提供する
ことで、特定健診を受診したことになります。平
成29年度分の検査結果は４月以降も受付していま
すので、ぜひ提供してください。　
※対象外の病医院もありますので、詳しくはお問い

合わせください。

　交通事故やけんかなど加害者の行為によってけ
がをした場合は、その医療費は加害者が負担する
ことになります。
　もし、国保を使って治療した場合は、一時的に
保険者(能代市国保）が医療費を立て替え、あと
で加害者へ請求します。被害にあったら必ず国保
の窓口へ届け出ましょう。
＊まずは警察に届け出を！
　交通事故や傷害事件にあったら、すみやかに警
察に届け出ましょう。交通事故の場合は、「交通
事故証明書」をもらいましょう。
＊国保の窓口に届け出ましょう。
　国保の窓口に「第三者行為による傷病届」など
を提出しましょう。報告書の様式は市ホームペー
ジからダウンロードできるほか、郵送もできます
ので、お電話などでご連絡ください。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませ

たりすると国保は使えなくなりますので、その前
にご相談ください。

　入院時の食事代は、入院と在宅療養の負担の公
平を図る観点から、平成30年４月１日から一食に
つき４６０円に引き上げられます。ただし、住民
税非課税世帯の人や、指定難病、小児慢性特定疾
病の患者などの負担額は据え置かれます。
＊入院時１食あたりの負担額

入院時の食事代が
変わります

交通事故などにあったら
ご連絡を！

４０～７４歳の皆さまへ
～特定健診の受診券は４月中旬に送付します～

よくある質問特定健診の受け方

実施医療機関に申し込みます
健診料 : 無料 （年１回） 

『受診券』と『保険証』を持って
受診します
血液検査、尿検査、血圧測定、身長･
体重･腹囲の検査、医師の診察

約１～２カ月後、健診結果が届きます
結果により特定保健指導（無料）を
ご案内します

特定健診
結果

区分など 平成30年
３月まで

平成30年
４月から

70歳未満

70歳以上

一般所得

負担額の引き上げ
は行いません

負担額の引き上げ
は行いません

360円 460円

460円

210円

210円

100円

360円

低 所 得

一般所得

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

　特定健診は、メタボの危険を早期に見つけ特定保健指導により改善してもらうため、40歳以上を対象に行
っている健診です。能代市国保では、受診券の利用により、年１回無料で受けることができます。平成30年
度の受診券（青い用紙）は、４月中旬に世帯主へ世帯分をまとめて送付します。年に一度は受診し、自分の
体の状態をチェックしましょう。
※４月上旬から受診できる医療機関もあります。受診券が届く前に受診する場合は、市から医療機関へ連絡します

ので、予約した医療機関名、受診日を国民健康保険係（☎89－2166）までご連絡ください。

国保への加入・脱退の手続きはお早めに！
　春は引っ越しや就職の季節です。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抜けたときなどは、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。

※既に㊫と表示されている保険証を持っている人は、有効期限が平成30年３月31日までとなっていますので、
平成30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マイナンバーカードまたは通知カード（世帯主と対象者の両方が必要です）

②印かん

③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。

◇届け出窓口
　市民保険課国民健康保険係（新庁舎①～④番窓口）　　　　　　　☎８９－２１６６
　二ツ井地域局市民福祉課市民国保係（二ツ井町庁舎②番窓口）　　☎７３－２１１４

１点でよいもの…運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、
　　　　　　　　　身体障害者手帳など
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

国保に加入する
（入る）とき

国保を脱退する
（抜ける）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抜けたとき、 
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
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（※） 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、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
預金通帳、合意文書または領収書、出産費用明細書

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

平成30年度の
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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
どうすればいいですか？

次の３つのうち、いずれかに加入しなければなりません。
１.会社に勤めているご家族の健康保険に加入する
　収入要件などを満たすと、会社に勤めている家族の健康保険に被扶養者として加
入できます。保険料の負担はなく、扶養する人の保険料も基本的に変わりません（一
部の保険では保険料が変動する場合があります）。詳しくは、ご家族のお勤め先へ相
談してください。
２.これまで加入していた健康保険を継続する
　お勤めしていた時の健康保険を２年間継続できます（この制度がない保険もあり
ます）。加入するには継続して２カ月以上の被保険者期間があるなどの要件がありま
す。１カ月の保険料は給料から引かれていた健康保険料の約２倍となります。退職
日の翌日から20日以内に手続きが必要です。詳しくは継続する健康保険へ相談して
ください。
３.国民健康保険に加入する
　上の１、２に加入しない場合は国保へ加入してください。退職日の翌日から14日以内
に手続きが必要です。会社から「健康保険資格喪失証明書」をもらってください。納税
義務者は世帯主となります。　

健康保険資格喪失証明書は、お勤めしていた会社の担当者へ連絡し、入手して
ください。
　どうしても証明書を入手することができない場合は、市民保険課国民健康保険係
（☎89－2166）にご相談ください。
急を要する場合は、病院で一旦全額（10割分）を立て替え払いし、後日請求
して払い戻しを受けることができます。
　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
病院に行きたいときは、どうすればいいですか？

社会保険に入りましたが、国保を抜ける手続きをしないとダメですか？

能代市国保にご加入の人が出産
された場合、「出産育児一時金」
が支給されます。

　１児につき、42 万円が支給されます（産科医療補償制
度対象外などのときは 40 万４千円）。
　「出産育児一時金」は、出産費用として病院の支払いに
充てることができます（これを直接支払制度といいます）。
この場合、出産費用が 42 万円未満のときは、申請により
差額を世帯主に支給します。なお、出産費用が 42 万円以
上の場合は、すでに全額支給されていることになります
ので手続きは不要です。
　また、直接支払制度を利用しない場合は、病院に出産
費用を全額お支払いした後に、出産育児一時金を受け取
ることができます。

　厚生労働大臣が指定した次の病気の療養を受けている人へは、「特定疾病療養受療証」を交付します。

●自己負担限度額

１医療機関につき
入院・外来ごとの月額

10,000円
（※慢性腎不全の上位所得者は20,000円）

　この「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、特定疾病に関する１カ月（１レセプト）
の医療費自己負担限度額は１万円（人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の上位所得者※の人は２万
円）までとなります。
　なお、「特定疾病療養受療証」は、申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分は、さかの
ぼって適用されませんのでご注意ください。
※「上位所得者」とは、同じ世帯の国保加入者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の人

●ご注意ください
　転入した人や前の健康保険で特定疾病療養受療証を持っている人は、能代市の国保に加入する時に再度
申請が必要です。

国保の窓口などでお問い合わせの多い項目について
お知らせします

出産育児一時金について

特定疾病療養受療証について

社会保険に入ったら、国保を抜ける手続きをしましょう。
　手続きをしないと、国保税と社会保険料の両方を納める状態になってしまいます。
国保の適正な適用について、ご協力をお願いします。

●対象となる人（対象となる疾病）

①人工腎臓（人工透析）を実施している慢性腎不全

②血友病（血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第８因子障害
または先天性血液凝固第９因子障害）

③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（HIV感染を含
み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る）

けっしょうぶんかくせいざい

☆注意☆
　出産した日に国民健康保険に加入し
ている人でも、会社の健康保険に１年
以上加入していた人（被扶養者を除く）
が、その健康保険の資格を喪失してか
ら（国保に加入してから）６カ月以内
に出産した場合、以前加入していた健
康保険に出産育児一時金の請求をする
ことができます。加入していた健康保
険へご確認ください。



のしろの国保

32

平成30年３月２５日 発行 のしろの国保 平成30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
どうすればいいですか？

次の３つのうち、いずれかに加入しなければなりません。
１.会社に勤めているご家族の健康保険に加入する
　収入要件などを満たすと、会社に勤めている家族の健康保険に被扶養者として加
入できます。保険料の負担はなく、扶養する人の保険料も基本的に変わりません（一
部の保険では保険料が変動する場合があります）。詳しくは、ご家族のお勤め先へ相
談してください。
２.これまで加入していた健康保険を継続する
　お勤めしていた時の健康保険を２年間継続できます（この制度がない保険もあり
ます）。加入するには継続して２カ月以上の被保険者期間があるなどの要件がありま
す。１カ月の保険料は給料から引かれていた健康保険料の約２倍となります。退職
日の翌日から20日以内に手続きが必要です。詳しくは継続する健康保険へ相談して
ください。
３.国民健康保険に加入する
　上の１、２に加入しない場合は国保へ加入してください。退職日の翌日から14日以内
に手続きが必要です。会社から「健康保険資格喪失証明書」をもらってください。納税
義務者は世帯主となります。　

健康保険資格喪失証明書は、お勤めしていた会社の担当者へ連絡し、入手して
ください。
　どうしても証明書を入手することができない場合は、市民保険課国民健康保険係
（☎89－2166）にご相談ください。
急を要する場合は、病院で一旦全額（10割分）を立て替え払いし、後日請求
して払い戻しを受けることができます。
　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
病院に行きたいときは、どうすればいいですか？

社会保険に入りましたが、国保を抜ける手続きをしないとダメですか？

能代市国保にご加入の人が出産
された場合、「出産育児一時金」
が支給されます。

　１児につき、42 万円が支給されます（産科医療補償制
度対象外などのときは 40 万４千円）。
　「出産育児一時金」は、出産費用として病院の支払いに
充てることができます（これを直接支払制度といいます）。
この場合、出産費用が 42 万円未満のときは、申請により
差額を世帯主に支給します。なお、出産費用が 42 万円以
上の場合は、すでに全額支給されていることになります
ので手続きは不要です。
　また、直接支払制度を利用しない場合は、病院に出産
費用を全額お支払いした後に、出産育児一時金を受け取
ることができます。

　厚生労働大臣が指定した次の病気の療養を受けている人へは、「特定疾病療養受療証」を交付します。

●自己負担限度額

１医療機関につき
入院・外来ごとの月額

10,000円
（※慢性腎不全の上位所得者は20,000円）

　この「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、特定疾病に関する１カ月（１レセプト）
の医療費自己負担限度額は１万円（人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の上位所得者※の人は２万
円）までとなります。
　なお、「特定疾病療養受療証」は、申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分は、さかの
ぼって適用されませんのでご注意ください。
※「上位所得者」とは、同じ世帯の国保加入者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の人

●ご注意ください
　転入した人や前の健康保険で特定疾病療養受療証を持っている人は、能代市の国保に加入する時に再度
申請が必要です。

国保の窓口などでお問い合わせの多い項目について
お知らせします

出産育児一時金について

特定疾病療養受療証について

社会保険に入ったら、国保を抜ける手続きをしましょう。
　手続きをしないと、国保税と社会保険料の両方を納める状態になってしまいます。
国保の適正な適用について、ご協力をお願いします。

●対象となる人（対象となる疾病）

①人工腎臓（人工透析）を実施している慢性腎不全

②血友病（血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第８因子障害
または先天性血液凝固第９因子障害）

③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（HIV感染を含
み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る）

けっしょうぶんかくせいざい

☆注意☆
　出産した日に国民健康保険に加入し
ている人でも、会社の健康保険に１年
以上加入していた人（被扶養者を除く）
が、その健康保険の資格を喪失してか
ら（国保に加入してから）６カ月以内
に出産した場合、以前加入していた健
康保険に出産育児一時金の請求をする
ことができます。加入していた健康保
険へご確認ください。



のしろの国保

14

平成30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

平成30年

発行
３月25日

病院で検査しているので，健診を受ける必
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ジからダウンロードできるほか、郵送もできます
ので、お電話などでご連絡ください。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませ

たりすると国保は使えなくなりますので、その前
にご相談ください。

　入院時の食事代は、入院と在宅療養の負担の公
平を図る観点から、平成30年４月１日から一食に
つき４６０円に引き上げられます。ただし、住民
税非課税世帯の人や、指定難病、小児慢性特定疾
病の患者などの負担額は据え置かれます。
＊入院時１食あたりの負担額

入院時の食事代が
変わります

交通事故などにあったら
ご連絡を！

４０～７４歳の皆さまへ
～特定健診の受診券は４月中旬に送付します～

よくある質問特定健診の受け方

実施医療機関に申し込みます
健診料 : 無料 （年１回） 

『受診券』と『保険証』を持って
受診します
血液検査、尿検査、血圧測定、身長･
体重･腹囲の検査、医師の診察

約１～２カ月後、健診結果が届きます
結果により特定保健指導（無料）を
ご案内します

特定健診
結果

区分など 平成30年
３月まで

平成30年
４月から

70歳未満

70歳以上

一般所得

負担額の引き上げ
は行いません

負担額の引き上げ
は行いません

360円 460円

460円

210円

210円

100円

360円

低 所 得

一般所得

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

　特定健診は、メタボの危険を早期に見つけ特定保健指導により改善してもらうため、40歳以上を対象に行
っている健診です。能代市国保では、受診券の利用により、年１回無料で受けることができます。平成30年
度の受診券（青い用紙）は、４月中旬に世帯主へ世帯分をまとめて送付します。年に一度は受診し、自分の
体の状態をチェックしましょう。
※４月上旬から受診できる医療機関もあります。受診券が届く前に受診する場合は、市から医療機関へ連絡します

ので、予約した医療機関名、受診日を国民健康保険係（☎89－2166）までご連絡ください。

国保への加入・脱退の手続きはお早めに！
　春は引っ越しや就職の季節です。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抜けたときなどは、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。

※既に㊫と表示されている保険証を持っている人は、有効期限が平成30年３月31日までとなっていますので、
平成30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マイナンバーカードまたは通知カード（世帯主と対象者の両方が必要です）

②印かん

③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。

◇届け出窓口
　市民保険課国民健康保険係（新庁舎①～④番窓口）　　　　　　　☎８９－２１６６
　二ツ井地域局市民福祉課市民国保係（二ツ井町庁舎②番窓口）　　☎７３－２１１４

１点でよいもの…運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、
　　　　　　　　　身体障害者手帳など
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

国保に加入する
（入る）とき

国保を脱退する
（抜ける）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抜けたとき、 
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
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（※） 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、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
預金通帳、合意文書または領収書、出産費用明細書

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

平成30年度の

A

Q


