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国保税の納税通知書を発送します

平成30年度の国保税率の引き下げについて

国保税の軽減基準が緩和されます

所得割率（所得に課税）
均等割額（１人あたり）
平等割額（１世帯あたり）

区　　　分

課税限度額 540,000円 580,000円

17,500円 17,300円
21,000円 20,700円

7.52％ 7.45％
7,700円 6,600円
9,300円 8,000円

3.33％ 2.88％
8,800円 5,800円
7,700円 5,100円

2.91％ 1.93％

190,000円 160,000円

前年中の軽減判定用所得（※１）が下記の金額以下の世帯 軽減割合

７割

５割

２割

改正前 改正後
33万円 33万円

27万円×（世帯内の被保険者数＋世帯内の
　（※２）特定同一世帯所属者数）＋33万円

27.5万円×（世帯内の被保険者数＋世帯内の
　（※２）特定同一世帯所属者数）＋33万円

50万円×（世帯内の被保険者数＋世帯内の
　（※２）特定同一世帯所属者数）＋33万円

49万円×（世帯内の被保険者数＋世帯内の
　（※２）特定同一世帯所属者数）＋33万円

問い合わせ先　税務課国保税係　☎89－2167

　平成30年度国保税の納税通知書を７月13日付けで世帯主あてに発送します。
　世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば世帯主に課税されます。納税通
知書がお手元に届かない場合や、内容についてのお問い合わせは、税務課国保税係（☎89－2167）まで
ご連絡ください。

　国保税には、世帯主と賦課期日時点の国保加入者等の軽減判定用所得（※１）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。経済動向などを踏まえ、低所得世帯の軽減基準が下記のとおり緩和されます。

（※１）所得割の課税総所得金額とは異なります。詳しくは、税務課国保税係までお問い合わせください。
（※２）特定同一世帯所属者とは、75歳を迎えることにより国保から後期高齢者医療制度に移行した人です。

ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

　平成30年度の税率を、次のとおり引き下げします。ただし、所得が増加した世帯や課税限度額を超える
世帯などは、税額が増額となる場合があります。

平成29年度 平成30年度 平成29年度 平成30年度 平成29年度 平成30年度

後期高齢者支援金等分医　療　分 介　護　分
（40～64歳に課税）

　医療費の負担の上限額は、同じ年収であっても、高齢者の
方が若者世代よりも低く設定されています。世代間の公平を
はかるため、平成30年８月から、70歳以上の人の高額療養費
の上限額が変わります。

平成30年８月から
高額療養費の上限額
が変わります

　70歳以上の国保加入者には、８月１日から使用する新しい
『高齢受給者証』を７月末日までに世帯主あてにお送りしま
す。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。

新しい
『高齢受給者証』を
お送りします
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（※４）平成30年８月から現役並み所得者の「外来（個人ごと）」の上限額が無くなります。
（※５）過去12ヵ月で自己負担の上限額に達した回数が３回以上あれば、４回目以降の上限額になります。 

（※６）次のいずれかに該当する場合は、申請により２割（または１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383万円未満のとき
・２人以上の世帯で収入の合計が520万円未満のとき
・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

一部負担金の負担割合

判　定　基　準
医療機関で支払う
一部負担金の
負担割合

区　　分

現役並み所得者

上記以外の人

　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（※６）

昭和19年4月1日までに生まれた人
昭和19年4月2日以降に生まれた人

１割

３割

２割

区　　分 入院＋外来
（世帯ごと）

80,100円 ＋
（総医療費－267,000円）×１％
〈４回目以降：44,400円〉

（※５）

〈４回目以降：140,100円〉（※５）

〈４回目以降：93,000円〉（※５）

〈４回目以降：44,400円〉（※５）

入院＋外来
（世帯ごと）

現役並み
所 得 者

区　　分

一　　般 一　　般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

現役並み
所 得 者
（３段階に　　
　分かれます）

70歳以上の皆さまへ

平成30年７月までの上限額 平成30年８月からの上限額（※４）

外来
（個人ごと）

57,600円

14,000円
年間上限
144,000円

57,600円
〈４回目以降：44,400円〉

（※５）

18,000円
年間上限
144,000円

57,600円
〈４回目以降：44,400円〉

（※５）

8,000円 24,600円
15,000円 8,000円

外来（個人ごと）

24,600円
15,000円

入院＋外来（世帯ごと）

こ
く
ほ
病
院

現
役
並
み
Ⅱ
現
役
並
み
Ⅰ
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252,600円＋　　　　　　　　
（総医療費－842,000円）×１％

167,400円＋　　　　　　　　
（総医療費－558,000円）×１％

80,100円＋　　　　　　　　
（総医療費－267,000円）×１％



×印：納付できません
○印：納付できます

納付の可否
コンビニ 郵便局

納付期限を過ぎていない納付書
納付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

○
×
×
×
×
×
×
×

○
×
×
×
×
○
○
○

※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「領
　収書」を持参し、証明書発行窓口にご提示く
　ださい。

【問い合わせ先】 ○課税内容、減免申請について…………………… 税務課国保税係 ☎89－2167
○納税相談について……………………………… 税務課収納対策室 ☎89－2128
二ツ井町庁舎でも受付しています。
○減免申請、納税相談について…………… 総務企画課総務管財係 ☎73－2112
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コンビニ・郵便局（ゆうちょ銀行）でも納付できます
　国保税は、金融機関やコンビニ、郵便局などで納付できます。
○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）、二ツ井町庁舎 総務企画課総務管財係（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】
　次の表で「×」の場合はコンビニ・郵便局での納付ができませんので、これまでどおり能代市役所また
は金融機関での納付をお願いします。

限度額認定証の更新について
　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」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ヵ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。

納付書の状態

キャッシュカードで市税の口座振替申請ができます
　ペイジー口座振替受付サービスを実施しています。キャッシュカードがあれば、印鑑なしでも簡単に口
座振替の登録ができるようになりました。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）、二ツ井町庁舎 総務企画課総務管財係（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
○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、あきた白神農業協同組合、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‼
　特別な事情がないのに国保税を納めないでいると、有効期間が短い保険証や、医療機関で受診したとき
にいったん医療費の全額をお支払いいただく資格証明書が交付されます。
　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、納付を猶予できる場合があります。
お早めにご相談ください。
　また、次の内容に該当する場合は、減免が認められることもあります。
○生活扶助を受けている人やそれと同程度の生活状況と認められる人
○失業や病気などにより収入が少なくなり、生活が著しく困難であると認められる人
○その他特別の事情があり、納付が困難と判断される人
※減免の申請をする人は、添付書類とともに納付期限の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）

住民税の課税状況 年　齢 区　分 認定証の種類

更新に必要なもの

認 定 証 の 種 類

課税世帯

非課税世帯

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保険証　　　　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、
④本人確認書類　　　　　　　　　　　住民基本台帳カード（写真つき）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
※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。

{

このようなご意見を
　　　　よくいただきます 家庭訪問などで受診案内します

A

Q 忙しくて受けている
　　　時間がない！

健診にかかる時間は、
病気になって入院や
通院する時間と比べ
たら、わずかなもの
です。あなたを必要としている人のために
も、１年の中でたった１日、健診のために
時間を割いてみてはいかがでしょうか。

　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歳になる人を
対象に、職員が世帯を訪
問しますので、ご理解を
お願いします。

特定健診で健康チェック！年度につき１回『無料』
　特定健診は、メタボの発生リスクが高い対象者を早期に見つけ、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。４月に青色の受診券を送付しています。

　事前に認定証の交付を申請しなかった場合や、病院に提示せずに通常の一部負担金を支払った場合でも、
後から申請すれば限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
　住民税非課税世帯の人は、「限度額適用･標準負担額減額認定証」を提示することで、食事代も減額に
なります。また、認定証を提示せずに通常の食事代を支払った場合でも、後から申請すれば食事代差額が
支給されます。

70歳未満

70歳～74歳

70歳未満
70歳～74歳

ア・イ・ウ・エ
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）

オ
低所得者Ⅰ、Ⅱ

現役並みⅠ、Ⅱ
（※３）

一般・現役並み
所得者

（※３）平成30年８月から新設されます。
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ご相談は、税務課
○～○番窓口へ
どうぞ！
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ご相談は、税務課
○～○番窓口へ
どうぞ！
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