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〒164-8501　中野区中野4-8-1

詳しくはホームページで→

手続きは簡単　詳しくは41ページに
保険料の納付は口座振替で！

令和4年度版令和4年度版

03-3389-1111（代表）
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新型コロナウイルス感染症の影響により、
収入が減少した世帯等の国民健康保険料の
減免について

東京都新宿区新宿4-3-20☎3356-7121
ホームページ https://www.shinkin.co.jp/saikyo/

中野支店 中野区本町4ー44ー13　☎3383ー2511

南中野支店 中野区弥生町4ー24ー1　☎3381ー8176

東中野支店 中野区東中野3ー8ー9　☎3369ー6151

沼袋支店 中野区沼袋1ー37ー2　☎3387ー8171

野方支店 中野区野方6ー31ー10　☎3338ー6111

鷺宮支店 中野区鷺宮4ー44ー10　☎3339ー2221

《中野区店舗のご案内》

《　　　　》は中野区に6店舗、皆様をサポートします

年金のご相談
お受け取りは《西京》へ

年金相談会を開催しております。
くわしくは窓口、渉外担当、ホームページでご確認ください。

地域のために　この街のために　そして、あなたのために
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お問合せの際は保険証をお手元にご用意ください
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国民健康保険の加入・喪失
保険料の決定・通知、保険料の軽減
保険証・高齢受給者証などの交付

庶務及び経理に関すること
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国保運営協議会に関すること

保険料の収納、保険料の納付状況
保険料の還付・充当
口座振替申込み

保険給付
高額療養費、出産育児一時金の支給・貸付、
療養費、葬祭費、
第三者行為（交通事故など）、
一部負担金の減免

後期高齢者医療の保険証の交付
保険料の決定・収納
高額療養費、葬祭費などの申請　
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国保給付係

資格賦課係

後期高齢者医療係

国保収納係

03-3228-5508

03-3228-8819

03-3228-5509

03-3228-5507

03-3228-5511

03-3228-8944
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ご意見・お問合せに電子メールをご利用できます。
　　専用アドレス ： hokeniryo@city.tokyo-nakano.lg.jp
　　専 用 F A X ： 国民健康保険 03-3228-5655

　　後期高齢者医療 03-3228-5661
中野区ホームページでも国民健康保険、後期高齢者医療について
ご案内しています。
　　ホームページ ： https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp

※電話番号は各係の直通電話です。

国保運営係

滞納整理係

国民健康保険（国保）のしくみ
国保に加入するとき、やめるとき
国保に加入される外国人の方へ
保険証
国保の給付
 　1  療養の給付
 ・  一部負担金の減額・免除
 　2  保険証が使えないとき
 　3  高額療養費の支給
 　4  療養費の支給
 　5  移送費の支給
 　6  葬祭費の支給
 　7  出産育児一時金の支給
 　8  結核医療給付金受給者証・国保受給者証（精神通院）の交付
70歳～74歳の方（国保高齢受給者）
交通事故と国保
保険料
・保険料の計算方法
・保険料は年齢に応じて異なります
・保険料の決定 
・保険料が変更になる方
非自発的失業者に対する保険料の軽減
・保険料の減免（新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯）
保険料の年金特別徴収（年金天引き）
後期高齢者医療制度移行による保険料の軽減措置
保険料のお支払い方法
保険料を納めないと
保健事業のご案内
がん検診等のご案内
後期高齢者医療制度
ジェネリック医薬品を希望する場合は
国保の届出
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　職場の健康保険に加入している方、75歳以上の方、ま
たは生活保護を受けている方などを除き、すべての方に
国保への加入が義務づけられています。保険料は、国保
に入る日の属する月から発生します。また、加入・喪失
の届出※1は、14日以内に行わなければなりません※2。
届出に必要なものについては49ページをご覧ください。
※1　転入・転出の届出を含みます。
※2　前の健康保険の資格がなくなる日より前に、加入届出はできません。

1．職場の健康保険などの資格がなくなった日（退職日の翌日）
2．転入した日（2ページの※参照）
3．出生した日
4．生活保護を受けなくなった日

国保に加入する日

国保に加入する方
■個人事業主やその従業員
■退職して職場の健康保険
　をやめた方
■アルバイトなどをしてい
　て職場の健康保険に加入
　していない方　など

都道府県単位で国保の資格管理を行います

国保に加入するとき、
やめるとき

 ●  外国人の方の加入については8ページも、あわせてご覧ください。
 ●  会社を退職しても一定の条件を満たせば、2年間に限り引き続き職場の
　健康保険に加入することができます（任意継続）。
 ●  65歳以上で一定の障害のある方は、46ページもご覧ください。

1または4の場合（必要に応じて3も）は、加入の届出を郵便の方法
でも行うことができます。

　国保に加入しなければならないのに、届出が遅れる
と、保険料は最長2年までさかのぼって納めることにな
ります。また、保険証がないため、その間の医療費は原
則全額自己負担です。

国保に加入する届出が遅れると

国民健康保険（国保）
のしくみ

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511問合せは　国保運営係　　☎03-3228-8819

　国保は、保険料等を財源として、加入者の病気、ケガ、
出産または死亡に関して、必要な給付を行う制度です。
　みなさんが医療機関などにかかるときは、医療費の一部
(2割～3割）を支払うだけで診療を受けることができま
す。残りの費用は国保から医療機関などに支払われます。

　都道府県と区市町村が共同保険者として運営していま
す。
　都道府県は主に国保の財政運営を行い、区市町村は資格
の取得・喪失や保険証の交付、保険料の賦課・徴収、保険
給付の決定、保健事業など、地域におけるきめ細かい事業
を行います。

国民健康保険（国保）とは

加入者
（被保険者）

医療機関など
（病院や薬局）

加入手続きをする
保険料を納める

医療費を請求する

保険証を
交付する

国保連合会を
通じて医療費
の国保負担分
を支払う

一
部
負
担
金
を

支
払
う

治
療
す
る

国保のしくみ

　東京都内の区市町村の間で転入・転出した場合でも、資格
は継続します。ただし、 各区市町村での手続きが必要です。保
険証は新しいお住まいの区市町村が改めて発行します。
※このガイドでは便宜上、東京都内の転入･転出の場合も、「中野区の
国民健康保険に加入する」・「中野区の国民健康保険をやめる」と説
明しています。

中野区

国保連合会

・保険証の発行
・保険料の決定
・給付

東京都

保険者

・財政運営
・給付に必要な
　費用の交付
・標準保険料率
　の設定

納付金

交付金

医療費の額を
決定し報告する

国など
からの
補助金
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国保をやめる届出が遅れると

●被保険者と世帯主
　職場の健康保険では被保険者は本人
のみで、その家族は被扶養者となりま
すが、国保では家族一人ひとりが被保
険者です。なお、国保加入等の届出や
保険料の納付は、世帯主の義務とされ
ています。

　国保をやめると国保の給付は受けられなくなります。
このため、やめる届出が遅れたまま、国保の資格のない
保険証を使って診療を受けてしまった場合は、国保から
支払われた医療費を、後日お返ししていただきます。
　また、２年以上前の保険料はお返しできません。

●なお、区では社会保険労務士による社会保険・労務
管理相談（月1回、第3金曜日）を実施しています。
予約が必要ですので、詳しくは区民相談係
 （☎03-3228-8802）にお問い合わせください。

会社にお勤めの方は、会社の保険に加入できるかもしれません

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

●擬制世帯主
　家族の誰かが国保に加入していて、世帯主は国保に加
入していないとき、その世帯を「擬制世帯」、世帯主を
「擬制世帯主」といい、擬制世帯主には、上記と同様の
義務があります。擬制世帯の国保の被保険者を国保上の
世帯主へ変更するときは届出が必要です。

　区外に住民票を異動してからも、引き続き中野区の国保
に加入することになります。必ず、資格賦課係（区役所2
階）または地域事務所で届出をしてください。

こんなとき 必要なもの
修学のために扶養者か
ら離れ、生活費などの
援助を受けるとき

介護保険施設や障害者
支援施設などへ入所す
るとき

長期入院するとき

入所証明書

在学(園)
証明書

児童福祉施設へ入所す
るとき

①届出人の本人確
認書類

②マイナンバー確
認書類(世帯主お
よび届出が必要
な方全員分) ( 6
ページ参照)

③(必要に応じて)
住民票

1．職場の健康保険などに加入した日の翌日
2．ほかの区市町村へ転出した日（2ページの※参照）
3．75歳になった日の翌日（後期高齢者医療制度に
 移行のため、届出は不要）
4．死亡した日の翌日
5．生活保護を受け始めた日

国保をやめる日

会社の健康保険に入ったら
　自動的に切り替えできません。会社の健康保険
証、国民健康保険証（ともにやめる方全員分）、世
帯主のマイナンバーカードまたは通知カードを持っ
て、国保をやめる手続きを必ずしてください。 

1または5の場合は、やめる届出を郵便の方法でも行うことができます。

●会社にお勤めの方、及びその方に扶養さ
れているご家族の方は、社会保険に加入
できる場合があります。会社の保険事務
ご担当者、社会保険労務士、又は会社所
在地を管轄する年金事務所等へご相談く
ださい。

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

修学や施設入所のために中野区から転出するとき
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●届出人の本人確認書類
※記載内容が最新で、有効期限があるものは有効期間内のものに限ります。

　代理人（別世帯の方）が届出をする場合は、各必要書
類に加えて委任状が必要です。同じ住所にお住まいで
も、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。
●委任状は必ず委任者本人が自署・押印してください。病気その
他の理由により、委任者が自筆で署名できない場合は、事前に
資格賦課係へ相談してください。
●委任状は原本を提出してください。
●鉛筆や消える筆記具を使用したものや、内容に不足・不備があ
るものは、受付できません。
●委任状の様式は区のホームページからダウンロードできます。

（　★　）は委任する内容を具体的に記入してください。
　【例】　国保加入の場合　「国民健康保険の加入」
　　　　保険証の再交付の場合　「国民健康保険証の再交付」

●マイナンバー確認書類（世帯主および届出が必要な方全員分)
　マイナンバーカードまたは通知カード等

2点以上必要なもの
(原本）

1点でよいもの
(原本）

マイナンバーカード・運転免許証・写真付き住基
カード・障害者手帳・在留カード・パスポート、
写真付き学生証など、官公署発行の顔写真付き氏
名・住所または生年月日の記載がある証明書等

年金手帳・年金証書・保険証（介護、後期高
齢、高齢受給者証等）・各種医療費助成受給者
証・健康保険資格喪失証明書（職場の証明印ま
たは保険者印あり）・写真なし学生証など、氏
名・住所または生年月日の記載がある証明書等

委任状

代理人
（窓口に来る方）

住所　○○県△△市□□町　X-Y-ZZZ
氏名　国保　太郎
生年月日　 XX年　YY月　ZZ日

私は、上記の者を代理人と定め、（  ★  ）に関する手続きの権限を
委任します。
XX年   YY月  ZZ日

委任者
（世帯主または
届出が必要な方）
日中連絡がとれる電話番号　  03-1234-5678

住所　中野区  中野  4-8-1
氏名　国保　資格　　　　　　　  印
生年月日　 XX年　YY月　ZZ日

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511 問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

加入・喪失の届出は郵送でもできます！
　下記●❶～●❺を、「〒164-8501　中野区中野4丁目8番
1号　中野区役所　国民健康保険　資格賦課係」宛てに郵
送してください。
　個人情報を含む書類のため、特定記
録郵便または簡易書留での郵送をお
すすめします。

●❶事由ごとに必要な書類のコピー
(届出が必要な方全員分）
　【例】

●❷届出人の本人確認書類のコピー（6ページ参照）
●❸マイナンバー確認書類のコピー（世帯主および
届出が必要な方全員分）（6ページ参照）
●❹（国保をやめるときは）国民健康保険証（やめる
方全員分）
●❺国民健康保険資格取得・喪失届
　区のホームページからダウンロードできます。
中野区ホームページ 中野区　国保　手続き 検索

●郵送での届出ができる方は、世帯主、届出が必要な方本
人または住民票上同一世帯の方に限ります。
●受付後の添付書類の返却は行いません。書類の不足・不
備により受付できない場合は、書類をお返しし、再度書
類の提出をお願いします。
●加入する方の新しい保険証は、届出後１週間程度で、住
民登録地の世帯主宛てに簡易書留で郵送します。

職場の健康保険などの資
格がなくなり国保に加入
するとき

健康保険資格喪失証明
書のコピー

職場の健康保険などに加
入し国保をやめるとき

加入した方全員分の新
しい保険証のコピー

本人確認書類とマイナンバー確認書類

委任状

【記載例】



98 問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

　保険証は国保の加入者であるという証明書です。大切
に取り扱いましょう。

保 険 証
（正しくは「国民健康保険被保険者証」といいます）

保険証は個人別のカードです

　家族の中に修学のために中野区から転出し、ほかの区市
町村に住む方がいるときは、届出により中野区国保から保
険証を交付します。必要書類は4ページをご覧ください。

学生の保険証

●①急病などにそなえて必ず手もとに保管しましょう。
●②他人に貸したり、借りたりしてはいけません。法律によ
り罰せられます。

●③コピーしたもの、有効期限が切れたものは使えません。
●④医療機関などにかかるときは、必ず窓口に提示しましょ
う。引き続き診療を受けるときも、月が変わったら提示
してください。保険証が変わったときは、必ず変わった
ことを伝えてください。

●⑤職場の健康保険に加入したり、ほかの区市町村に転出し
たら使うことはできません。すぐに返却してください。

保険証の有効期限
　保険証は2年ごとに一斉更新をしています。ただし、その
間に75歳になる方は、後期高齢者医療制度の適用を受ける
ことになるため、国保の保険証の有効期限は75歳誕生日の
前日になります。
　新しい保険証は、有効期限が切れる前に簡易
書留郵便でお送りします（世帯主宛）。
　外国人の方の保険証の有効期限については8
ページをご覧ください。

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

国保に加入される
外国人の方へ

　中野区に住民登録をしている外国人の方は、国民健康保
険に加入しなければなりません。
　ただし、次に該当する方は加入できません。
　①社会保険等の公的医療保険に加入している方
　②後期高齢者医療制度に加入している方
　③生活保護を受けている方
　④在留資格が「特定活動」で、「医療を受ける活動｣及び

「その方の生活上の世話をする活動」並びに｢観光、
保養その他これらに類似する活動（18歳以上で滞在期
間が1年を超えない場合）」及び「その同行する配偶
者」を指定されている方

加入が必要な方、できない方

　在留期間が3か月以下でも、次のいずれかに該当する方
は、資料等の提示により加入できる場合がありますので、
お問い合わせください。
　①在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」または｢特

定活動（上記④を除く）」で、中野区に3か月を超えて
滞在すると認められる方

　②中野区の国保に加入していたが、在留資格の更新によ
り住民登録が消除された方

加入できる場合がある方

ご注意ください
　在留資格等の更新手続きをしていない
方は、住民登録が消除され、国保の資格を
失います。保険証の有効期限は、「在留期
間の満了日の翌日」または「西暦で奇数年
の9月30日」のいずれか早い日です。（短期
証の場合はお問い合わせください。）

　※特定活動については「指定書」によって確認します。
　　「指定書」はパスポートにつづられています。
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●玄関に表札を、郵便受けにお名前を
　中野区国民健康保険からは、保険証、納付書な
どいろいろな郵便物をお送りします。郵便受けに
は必ずお名前を表示してください。
　住所の異動があったときには、住民登録の届出
とは別に、郵便局にも届出をしてください。

●マイナンバーカードの取得手続きについて
【お問合せ先】
中野区マイナンバーコールセンター　03-3228-5425
【受付時間】
平日（月～金）：午前8時30分～午後5時（火曜日のみ午後7時まで)
日曜日：（第3土曜日の翌日の日・第5日曜日を除く）午前9時～午後4時

●保険証としての利用申し込み
　事前登録が必要です。登録方法は3つあります。
❶マイナポータルによる申し込み
　右記のマイナポータルサイト（https://myna.go.jp/）
　からお申し込みいただけます。
❷区役所の特設窓口で申し込み
❶の方法で設定することが難しい方をお手伝いをします。
利用の申し込みには、マイナンバーカードとカード取得
時に設定した利用者証明パスワード（4桁）が必要で
す。手数料はかかりません。
【場所】中野区役所1階8番窓口前　
【受付時間】平日（月～金）：午前9時～午後4時
❸セブン銀行のATMから申し込み
お近くにあるセブンイレブンにあるATMで手続きできます。
利用の申し込みには、マイナンバーカードと利用者証明
パスワード（4桁）が必要です。手数料はかかりません。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】　0120-95-0178
【受付時間】平日：9時30分～午後8時　

土日、祝日：9時30分～午後5時30分

　保険証・高齢受給者証をなくしたときや、汚れて使えな
くなったときは再交付します。
　再交付の申請については49ページ
「国保の届出」により、世帯主の方が
区役所または地域事務所（短期証・資
格証明書の方については地域事務所で
取り扱いできません）で申請をしてく
ださい。

保険証・高齢受給者証の再交付

　マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関
や薬局が順次拡大されています。
　ただし、利用できない医療機関や薬局もあるため、現在お
持ちの保険証は、必ず持参してください。

マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511 問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

　マイナポイントの付与について詳しくは、右記
の総務省のマイナポイントホームページで確認す
るか、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い
合わせください。

●マイナンバーカードの取得や保険証利用申し込みで
マイナポイントが付与されます

　70歳から74歳の方には一部負担金の割
合（医療費などの自己負担割合）を示した
「国民健康保険高齢受給者証」を交付します
（24ページ参照）。保険証とともに、大切に
保管しましょう。

70歳から74歳の方には高齢受給
者証を交付します
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1　療養の給付

一部負担金

　在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ス
テーションを利用したとき、保険対象の費用から一部負担
金を除いた額を国保で負担します。

訪問看護療養費

 ● 子どもの医療費の助成制度該当者（乳 子 医療証を持ってい
る方）は、保険診療分についての一部負担金はありません。

　お問合せは、子育て窓口まで　☎03-3228-5484

　病気やケガをしたとき、病
院（医療機関）にその医療費
の一部（一部負担金）を支払
うだけで、診療を受けること
ができます。残りの費用は国
保から支払われます。

医療費の2割■ 0歳～就学前

■ 就学～69歳

■ 70歳～74歳

医療費の3割

一般 医療費の2割

一定以上所得者＊
（現役並み所得者） 医療費の3割

＊一定以上所得者については25ページをご覧ください

入院したときの食事代（0歳～69歳まで）
　入院中の食事については、下表の額と
なります。住民税非課税世帯の方につい
ては、事前の申請により「限度額適用・標
準負担額減額認定証」を交付しますので、
入院時に医療機関に提示してください。

◆1食あたりの食事代

住民税非課税
世帯※以外

460円①

②

③

260円

210円

160円

住民税
非課税世帯

90日以内の入院
（過去12か月間の入院日数）

90日を超える入院
（過去12か月の入院日数）

　療養病床に入院する方は、食費と
居住費を負担することとなります。

※住民税非課税世帯とは世帯主及び国保加入の世帯員全員が非
課税の世帯のことです。

 ● 70歳～74歳の方については28ページをご覧ください。

療養病床に入院する場合の食費および居
住費の標準負担額（65歳～74歳まで）

●指定難病患者または小児慢
性特定疾病児童等
●平成27年4月1日以前から
継続して精神病床に入院し
ている人

②以外の人

●一部負担金の減額・免除
　災害や失業など、特別な事情によって一時的に生活が著し
く困難になったとき（給与収入の場合、おおよそ月の収入から
生活保護基準の生活費の1000分の1210の額を引いた額
が一部負担金の額に満たないとき）、そのときの状況に応じ
て、病院に支払う一部負担金を減額または免除できることが
あります。

問合せは　国保給付係　　☎03-3228-5508 問合せは　国保給付係　　☎03-3228-5508

国保の給付
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2　保険証が使えないとき
　病気やケガで医療機関にかかり、一部負担金を支払っ
たとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
なお、「限度額適用認定証」を提示された方は、高額療養
費は発生しません（同じ月に他の医療機関にかかってい
たり、世帯合算になる場合を除きます）。「限度額適用認
定証」については、17ページをご覧ください。
 ● 70歳～74歳の方については26ページをご覧ください。

3　高額療養費の支給

　高額療養費の対象となる方には、対象の診療月の3～4
か月後に、「高額療養費支給のお知らせ」をお送りします。
「支給申請書」が同封されていますので、郵送にてご申請
ください。
　診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、
支給されませんのでご注意ください。

高額療養費の申請方法

＊出産育児一時金については、22ページをご覧ください。

※１　所得とは、旧ただし書き所得のことです。30ページをご覧ください。
※２　過去12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けてい

る場合の4回目以降の限度額。
※３　住民税非課税世帯とは世帯主及び国保加入の世帯員全員が

非課税の世帯のことです。
 ● 所得の申告をしていない場合は所得区分アの世帯とみなされます。

◆自己負担限度額（月額）
所得※1区分 3回目までの限度額 4回目以降の

限度額※2

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％

57,600円

35,400円

140,100円

93,000円

44,400円

 44,400円

24,600円住民税
非課税世帯

210万円以下
（住民税非課税世帯を除く）

210万円を超え
600万円以下

600万円を超え
901万円以下

901万円超ア

イ

ウ

エ

オ ※3

問合せは　国保給付係　　☎03-3228-8954

ほかの保険が使えるときは、国保の
保険証で診療は受けられません。

その他、次のようなときは、国保
の給付は受けられません。

1．患者の希望により保険外診療を受けたとき
2．入院したときの室料差額（差額ベッド代）
3．歯科診療で、特殊材料などを使用したときの「差額
　診療」や「自由診療」

保険診療の対象とならないもの

正常な妊娠・出産＊

経済上の理由による
人工妊娠中絶

健康診断・集団検診
予防接種・人間ドック

犯罪や故意による
病気やケガ

仕事上の病気やケガ
（労災保険の対象）

医師や保険者の指示に
従わなかったとき

ケンカ、泥酔などによる
病気やケガ

美容整形

歯列矯正

日常生活に支障のない
わきが・しみなどの治療

病気やケガと認められないもの
は、保険証で診療は受けられま
せん。

問合せは　国保給付係　　☎03-3228-5508
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高額療養費の計算例

●支給される高額療養費は（子どもは21,000円未満なので対象外）
一部負担金
110,430円

限度額
81,430円

例
夫がＡ病院に入院（医療費30万円）し「限度額適用
認定証」を提示して80,430円支払い、妻がＢ病院
に通院（医療費10万円）して3万円支払い、子ども
がＣ医院に通院（医療費1万円）して3千円支払っ
た場合
※本人負担割合3割の所得区分ウの世帯の場合

　同じ世帯で同じ月内に、一部
負担金を21,000円以上支払
った方が複数いるとき、それら
の額を合算して、限度額を超え
た分があとから支給されます。
※同じ方が同じ月内に複数の医療機関等で一部負担金を支払っている場
合にも適用されます。

 ● 一部負担金が21,000円以上のものについて合算
　　一部負担金：夫80,430円＋妻30,000円＝110,430円
　　限　度　額：80,100円＋（400,000円－267,000円）×１％  
                　　＝81,430円

－ ＝29,000円

限度額適用認定証等について

入院時の医療費が40万円かかった場合
※所得区分ウの世帯の場合

例

 ● 所得区分を入院時に確認できない場合の窓口負担金
　　医療費40万円×自己負担割合3割＝12万円
 ● 所得区分を入院時に確認できた場合の窓口負担金
　（自己負担限度額までの負担）
　　80,100円＋（400,000円－267,000円）×1％＝81,430円

限度額適用認定証の所得区分を医療機関で確認できた場合の計算例

高額療養費の多数回該当
1． 月ごと（月の1日から末日までの1か月単位）で計算。
2． 複数の医療機関にかかった場合は医療機関ごとの計
算。

3． 同じ医療機関でも［入院・外来／医科・歯科］は別計算。
4． 保険適用分のみの計算（入院時の食事代や差額ベッド
代などは計算の対象外）。

※70歳未満の方は、1～4で21,000円以上の一部負担金に
限り計算対象。院外処方の調剤については、処方元の
医療機関とあわせて21,000円以上の場合、計算の対象。
※70～74歳の方は1～4すべての一部負担金が計算対象。

自己負担額の計算方法

申請に必要なもの　同じ月内の窓口での一部負
担金が「限度額適用認定証」
を提示することにより、入院
だけでなく、外来についても
15ページの表の限度額まで
となります。また、住民税非
課税世帯の方は、入院中の食
事代も合わせて減額される
「限度額適用・標準負担額減
額認定証」の交付を受けるこ
とができます。（70歳～74歳
の方は、26～28ページをご
覧ください）

•保険証
•世帯主のマイナンバー
カード

　または通知カード
•本人確認資料

保険料の滞納のある世
帯の方には、認定証を
交付できない場合があ
ります。

　過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場
合は、4回目以降の限度額が下がります。
　また、都内の他区市町村への転出等であれば、世帯が
継続されている場合には、高額療養費の多数回該当の該
当回数が通算されます。

問合せは　国保給付係　　☎03-3228-8954 問合せは　国保給付係　　☎03-3228-8954

※オンライン資格確認が導入され
ている医療機関では、限度額適
用認定証等の提示が省略できる
場合があります。対応が可能か
は、直接医療機関にお問い合わ
せください。
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高額医療・高額介護合算療養費
　世帯内での国民健康保険・介護保険の両保険から給付
を受けてもなお、自己負担額が高額になったとき、両保険
を通じて限度額を超えた自己負担額(毎年8月～翌年7月
末までの年額)がある場合は、申請により高額介護合算療
養費を支給します。

非自発的失業者に対する軽減措置
　37ページの届出をされた方については、高額療養費の
支給や限度額適用認定証の交付などにあたっての、所得
区分の算定は、前年度の給与所得を70％減額した所得額
で計算します。

傷病手当金
　給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス
感染症に感染し、勤務ができず、給与の支払いを受けられ
なかった場合、傷病手当金が支給される場合があります。
　適用期間等詳細については、中野区ホームページをご
覧ください。

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
　高額な治療を継続して行う血友病等や人工透析が必要
な慢性じん不全の方は、その診療にかかる一部負担金が
1か月10,000円までとなります。なお、70歳未満の方
で人工透析が必要な慢性じん不全の所得区分ア、イの世
帯の方（15ページ参照）については、一部負担金が
20,000円となります。
　該当する方は「特定疾病療養受療証」を交付します。

 ● 自己負担額のうち、高額療養費・高額介護サービス費は控除し
ます。

 ● 70歳未満の方の医療費は、1つの医療機関で同月内に支払っ
た額が21,000円未満のものは対象外です（入院・外来は別）。

 ● 基準日（計算期間の末日）から2年を経過すると時効となり、支
給されません。

※１　課税標準額については25ページをご覧ください。
※２　所得とは、旧ただし書き所得のことです。30ページをご覧ください。

•医師の意見書
•保険証
•世帯主のマイナンバーカード
または通知カード

•本人確認資料

申請に必要なもの

◆高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額

現役並みⅢ（課税標準額※1690万円以上）

現役並みⅡ（課税標準額380万円以上）

現役並みⅠ（課税標準額145万円以上）

一般世帯

住民税非課税世帯Ⅱ

住民税非課税世帯Ⅰ

所得区分 限度額

212万円
141万円
67万円
56万円
31万円
19万円

●世帯内の70歳以上75歳未満

●70歳未満を含む世帯全員

901万円超

600万円を超え901万円以下

210万円を超え600万円以下

210万円以下（住民税非課税世帯を除く）

住民税非課税世帯

212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

所得※２区分 限度額

問合せは　国保給付係　　☎03-3228-8954 問合せは　国保給付係　　☎03-3228-8954
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このようなとき
20ページに記載の共
通で必要な4点のほか、
申請に必要なもの

　次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、国保
に申請すると、審査により保険で認められた部分のうち国保
負担分（７～8割）が支給されます。
　医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効とな
り、支給されませんので、ご注意ください。

※やむを得ない理由には、国保の加入届がやむを得ず遅れた場合を含みます。
ただし、申請可能な期間は、保険料をさかのぼって納められるときまでです。

このようなとき

①急病など、緊急その他やむを得な
　い理由※で、医療機関に保険証
　を提示できなかったとき

・診療報酬明細書
・領収書

上記4点のほか、
申請に必要なもの

4　療養費の支給

・療養費支給申請書
・施術料金領収明細書

⑤海外渡航中に急病等で治療を
　受けたとき
 ●治療目的で渡航した場合には
　対象となりません。
 ●日本で保険適用されている
　治療に限ります。　 
 ●帰国後の申請となります。
 ●支給額は審査により決定します。

・治療用装具を必要と
　した医師の証明書
・領収書
・写真（靴型装具）

　病気やケガで移動が困難であり、医師の指示により一時
的で緊急やむを得ず病院を転院した場合などで、国保が認
めたときに移送に要した費用が支給されます。
　⇒詳しくはお問合せください。

5　移送費の支給

費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません
のでご注意ください。

6　葬祭費の支給（7万円）

申請に必要なもの
　加入者が死亡したとき、葬祭
を行った方に支給されます。
他の健康保険等から葬祭費に相当す
る給付金を受ける場合は支給されませ
ん。
交通事故などの第三者の行為が原因
で死亡された場合は、原則として支給
されません。
葬儀をした日の翌日から2年を経過する
と時効となり、支給されませんのでご注
意ください。

●

●

●

②骨折、ねんざなどで
　接骨院にかかったとき
 ●ただし、国保を取り扱う接骨
院で施術を受けた場合、通
常は一部負担金の支払いで
済み、手続き不要です。

・療養費支給申請書
・施術料金領収明細書
・医師の同意書

③医師が治療上、マッサージや  
はり、きゅうを必要と認めた
とき

④コルセットなどの
治療用装具を購入
したとき

●

※所定用紙は中野区ホームページに掲載しています。
　ホームページアドレスは、表紙裏面をご覧ください。

•診療内容明細書
　（所定用紙※）
•領収明細書
　（所定用紙※）
•領収書及び明細書（現地
で作成した上記のものに、
日本語の翻訳文を添付）
•渡航期間のわかるパスポート
•調査にかかわる同意書
（所定用紙※）

・葬儀費用の領収書
・請求者の印かん
・請求者の口座番号
・死亡された方の保険証
・死亡された方のマイナン
バーカードまたは通知カード

・保険証
・世帯主の印かん
・世帯主の口座番号
・世帯主のマイナンバーカード
　または通知カード

療養費の申請に必要
なもの（共通）

問合せは　国保給付係　　☎03-3228-5508 問合せは　国保給付係　　☎03-3228-5508
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出産資金の貸付

直接支払制度

　中野区国保から出産育児一時金の支給が見込まれ、出産予定日
まで1か月以内の方に医療機関に支払う出産資金をお貸しします。
　妊娠85日以上で早産による入院の場合などはご相談ください。
　貸付金額は、出産育児一時金の8割までで無利子です。
返済は、出産育児一時金の支給時に清算します。直接支
払や受取代理を利用される方は利用できません。

他の健康保険等から支給される方（健康保険の加入期間が1年以上あり、
退職後半年以内に出産した場合など）には、国保からは支給されません。
出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんので、ご注意ください。

●

●

7　出産育児一時金の支給（42万円）
　加入者が出産したとき出産時の世帯主に支給されます。妊娠
満12週（85日）以上であれば、死産・流産でも支給されます。

　世帯主が日本国内の医療機関等と出産育児一時金の受
取に関する代理契約を結ぶことにより、出産育児一時金
を医療機関等が受け取る制度です。加入者は出産育児一
時金（42万円）を差し引いた金額を医療機関等に支払
います。出産する医療機関等で、保険証を提示のうえ退
院までに申請してください。

申請に必要なものや受付時間については、
事前にお問合せください。

中野区国保への支給申請は不要です。

受取代理制度
　厚生労働省に届け出た医療機関が出産育児一時金を受け取
る制度です。事前に、世帯主が中野区国保に申請する必要が
あります。申請は、出産予定日の２か月前から受け付けます。

申請に必要なものや受付時間については、
事前にお問合せください。

●結核医療受給者（通院の場合のみ）の方で、住民税が
非課税（20歳未満の方は保護者または世帯主が非課
税）の場合、通院医療費の自己負担金（医療費の5％）
を国保で負担します。 

●障害者自立支援法（精神通院）の適用を受けている方
で、同一世帯内の国保加入者全員

　が非課税の場合、定められた通院
　医療費の自己負担金額を国保で負
　担します。
※いずれの場合も医療機関の窓口
　で「結核医療給付金受給者証」
　「国保受給者証（精神通院）」の提示
　が必要です。 

8　 結核医療給付金受給者証
国保受給者証（精神通院）

結核については

精神通院については
●❶中 野 区 保 健 所　　☎03-3382-6577

●❷障害者福祉相談窓口（区役所）　　☎03-3228-8956
●❸中部障害者相談支援事業所　　☎03-3367-7810
　または中部すこやか福祉センター　　☎03-3367-7788
●❹北部障害者相談支援事業所　　☎03-5942-5800
　または北部すこやか福祉センター　　☎03-3389-4323
●❺南部障害者相談支援事業所　　☎03-5340-7888
　または南部すこやか福祉センター　　☎03-3380-5551
●❻鷺宮障害者相談支援事業所　　☎03-6265-5770
　または鷺宮すこやか福祉センター　　☎03-3336-7111

の交付

● ●
申請に必要なものについては、
下記❶～❻担当窓口にお問合せください。

問合せは　国保給付係　　☎03-3228-5508 問合せは　国保給付係　　☎03-3228-5508
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70歳～74歳の方
（国保高齢受給者）

高齢受給者証を交付します
●対象となる方と対象期間
•70歳から74歳までの方
•対象期間は、70歳の誕生日の翌月（誕生日が1日の方
はその月）から75歳の誕生日の前日になります。

●交付する時期
•新規に対象になる方
　70歳の誕生日の月の下旬
（誕生日が1日の方は前月の下
旬）に郵送します。

•一部負担金の割合が変更にな
　る方
　同一世帯の高齢受給者証対象者の増減などにより一
部負担金の割合が変更になった場合は、あらためて高齢
受給者証を郵送します。対象者のうち一人が後期高齢
者医療制度へ移行し、割合が変更になる場合、移行した
方の誕生日の翌月から変更後の割合が適用されます。
•更新の時期
　毎年、8月1日からお使いいただく高齢受給者証を
対象者全員に7月下旬に郵送します（世帯主宛）。

医療機関にかかるとき
　保険医療機関等において診療を受けようとするときは、
その窓口で電子的確認を受けるか※、保険証と一緒に高齢
受給者証（一部負担金の割合を問いません）を提示してく
ださい。

一部負担金の割合

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511 問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

※1

※2

課税標準額とは、収入額から必要経費（公的年金や給与の場合
は、公的年金等控除や給与所得控除）と所得控除（社会保険料
控除等）を差し引いた金額です。
旧ただし書き所得については、30ページを参照してください。

※3

※4

必要経費（公的年金や給与の場合は、公的年金等控除や給与所
得控除、譲渡所得の場合は取得費や譲渡費用）を差し引く前の
収入です。
対象者が1人の世帯でも、同一世帯で国保から後期高齢者医療
制度に移行した方がいる場合は、その方を含めて対象者が2人
以上の基準で判定することができます。

※なお、マイナンバーカードによる電子的確認については、11
ページの「マイナンバーカードが保険証として利用できるよう
になりました」をご覧ください。

　同一世帯の高齢受給者証対象者の方全員について、次の
ような判定を行っています。

●収入による判定
　上記の判定基準で「3割」と判定された方でも、対象者
全員の前年（1月から7月までの場合にあっては前々年）の
収入額※3の合計が、次の表の判定基準に該当する方は、
国民健康保険基準収入額適用申請の規定が適用され「2
割」になります。申請が必要な方には、申請書などをお送
りします。

●一部負担金の判定基準

1人※4

2人以上

383万円未満

520万円未満

対象者の人数 前年の収入額の合計

一部負担金の割合 対象となる方

2割

3割

①対象者全員の住民税の課税標準
　額（※1）が145万円未満

①②以外

②対象者全員の旧ただし書き所得
　（※2）の合計額が210万円以下

一部負担金の割合の判定方法
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　同じ月内に、医療機関で支払った一部負担金が限度額を
超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。現役
並み　・現役並み　世帯の方及び住民税非課税世帯の方は、
担当窓口に申請すると、「限度額適用認定証等」が交付さ
れ、医療費・入院中の食事代の窓口負担が軽減されます。

　なお、高額療養費の支給手続きが簡素化されるよう準備
を進めています。簡素化が実施されましたら、別途皆様に
通知いたします。

高額療養費の支給（国保高齢受給者）

●入院の場合、1か月に医療機関に支払う費用は世帯ごと
の限度額まで。

●入院時の食事代や差額ベッド代などは支給の対象外。
●住民税非課税世帯Ⅱとは、世帯主および国保加入者全
員が住民税非課税の世帯。

●住民税非課税世帯Ⅰとは、世帯主および国保加入者全
員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・
控除（年金の所得は控除額を80万円として計算）を差
し引いた所得が0円となる世帯。

◆自己負担限度額（月額）

※1 （ 　）内は、過去12か月の間に既に3回以上支給を受けている場合
の4回目以降の限度額です（多数回該当）。

※2 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

外来＋入院
（世帯単位）所得区分 外来

（個人単位）

8,000円

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％
（140,100円）※1

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
（93,000円）※1

80,100円＋(総医療費－267,000円)×1％
（44,400円）※1

57,600円
  （44,400円）※1

24,600円

15,000円

現役並みⅢ
（課税標準額690万円以上）

現役並みⅡ
（課税標準額380万円以上）

現役並みⅠ
（課税標準額145万円以上）

一般

住民税
非課税世帯

18,000円
（年間上限額144,000円）※2 

問合せは　国保給付係　　☎03-3228-8954

●手続きについて
　　高額療養費の対象となる方には、対象の診療月の
3～4か月後に、「高額療養費支給のお知らせ」をお
送りします。「支給申請書」が同封されていますので、
郵送にてご申請ください。
　　診療月の翌月の１日から２年を経過すると時効と
なり、支給されませんのでご注意ください。

●まず、外来のみで支給される額を計算

70歳の妻が、同じ月にＡ、Ｂ病院に通院し、
72歳の夫がC病院に入院した場合（この世帯は
一般該当）

妻 Ａ 病院（外来） 自己負担額 15,000円
　 Ｂ 病院（外来） 自己負担額 4,500円
夫 Ｃ 病院（入院） 自己負担額 50,000円

＋ ＝15,000円
Ａ病院

4,500円
Ｂ病院

19,500円
外来負担合計

－19,500円

外来負担合計

18,000円

外来限度額

＝ …（ア）1,500円

支給される額

●次に、世帯単位で支給される額を計算

●支給される額は 11,900円（ア）＋（イ）＝

－68,000円

世帯負担合計

57,600円

世帯限度額

＝ …（イ）10,400円

支給される額

＋18,000円
外来限度額

50,000円
入院負担額

＝ 68,000円
世帯負担合計

例

Ⅱ

Ⅰ

問合せは　国保給付係　　☎03-3228-8954
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入院したときの食事代（国保高齢受給者）
　入院中の食事代については、下表
の金額を支払うこととなります。

・住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定
証」の提示により上記の金額となります。入院が決まったと
きは、できるだけ早くご申請ください。
・入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。

※住民税非課税世帯Ⅰ、Ⅱについては、26ページをご覧ください。

◆1食あたりの食事代

問合せは　国保給付係　　☎03-3228-8954問合せは　国保給付係　　☎03-3228-8954

　75歳になる月は、誕生日前の国民健康保険と、誕
生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれ
ぞれ本来の額の2分の１になります。

限度額
28,800円

限度額
28,800円

限度額
57,600円

57,600円

6月5月 7月

国　保 後期高齢者医療制度

75歳の誕生日

限度額
57,600円

自己負担限度額の所得区分が「一般世帯」で、6月に75歳
の誕生日を迎える人例

医療費の自己負担限度額の特例

届出に必要なもの

　国保へ届け出る前に示談をすると、その取り決め
が優先して、加害者に医療費を請求できないときが
あります。また後遺症などの治療も対象となります
ので、示談を結ぶときは注意してください。

示 談 は 慎 重 に

必ず届出を

　国民健康保険に加入している方が診療
報酬明細書等の内容を知りたい場合、自
己情報の開示請求をすることができます。

診療報酬
明細書等の
開示請求

　交通事故など、第三者の行為
によって受けた傷病の医療費は、
原則として加害者が過失割合に
応じて負担するべきものです。
　しかし、その賠償が遅れたりするときなどは、国保で診
療を受けることができます。その場合、窓口負担分をのぞ
いた医療費を中野区が病院に支払いますが、これはあく
までも国保が一時立て替えするもので、後日、被害者の方
に代わって、中野区が加害者に請求することになります。

　国保で診療を受けるときは、必ず
事前に国保給付係に連絡し「第三者
行為による傷病届」（用紙は国保給付
係窓口で）を提出してください。

交通事故と国保

•ただし、次の場合は国保は使えません。
①加害者からすでに治療費を受け
取っているとき

②業務上のケガのとき
③酒酔い運転、無免許運転などによ
りケガをしたとき

住民税非課税
世帯※以外

460円①

②

③

④

260円

210円

160円

100円

住民税
非課税世帯

●指定難病患者
●平成27年4月1日以前
から継続して精神病床に
入院している人
90日以内の入院

（過去12か月間の入院日数）
90日を超える入院

（過去12か月間の入院日数）
入院日数にかかわらず

②以外の人

Ⅱ

Ⅰ

※

※

•交通事故証明書
•保険証　・印かん
•世帯主のマイナン
バーカードまたは
通知カード
•本人確認資料
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保険料の計算方法（令和4年4月～令和5年3月）
　保険料は、国保加入者数、介護保険第2号被保険者
(40～64歳）の加入者数、および旧ただし書き所得金
額を基に世帯単位で計算します。

合計が世帯の1年間
(4月～翌年3月）の
保険料になります。

保 険 料 ●税の申告をお願いします
　保険料は、税の申告内容に基づき算定されます。また、保険料の減額、
入院時の食事代、高額療養費の算出にあたっては、世帯主、加入者全員
(当該年度に加入していた方を含む）の所得の申告が必要です。
　所得がなかった方は税務署で行う確定申告は不要ですが、中野区税務
課で住民税の申告をおすすめします。住民税の申告ができない方（1月
1日海外居住など）には、「国民健康保険料に関する申告書（簡易申告
書）」を郵送しますので提出してください。簡易申告書が届いていない
場合は、資格賦課係まで連絡してください。

●所得割額とは、加入者の前年の所得に応じて負担する保険料
です。
●均等割額とは、所得にかかわらず、加入者数に応じて負担する
保険料です。
●旧ただし書き所得とは、前年（1月～12月）の総所得金額およ
び山林所得金額ならびに、株式・長期（短期）譲渡所得金額など
の合計から、住民税基礎控除額43万円（※）を控除した額です。
ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

※合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します。

旧ただし
書き所得 ＝ ー 住民税基礎控除額

43万円（※）
前年の

総所得金額等

●保険料は年齢に応じて異なります

39歳まで
の方

❶基礎（医療）分と❷後期高齢者支援金分の保険料
の合計を納めます。

40～64歳
の方

❶基礎（医療）分と❷後期高齢者支援金分および❸
介護分の保険料の合計を納めます。

65～74歳
の方

❶基礎（医療）分と❷後期高齢者支援金分の保険料
の合計を納めます。※❸介護分は介護保険料と
して、別途介護・高齢者支援課から通知します。

❶基礎（医療）分保険料（国保の基礎賦課額）
所　得　割

加入者全員の
旧ただし書き所得×7.58％

年　額

基礎（医療）分保険料年額
（最高限度額65万円）

均　等　割

40,200円×加入者数
（未就学児は20,100円）＋ =

❸介護分保険料（40～64歳の方の介護保険料）
所　得　割

加入者全員の
旧ただし書き所得×2.17％

年　額

介護分保険料年額
（最高限度額17万円）

均　等　割

17,700円×40～64歳の加入者数＋ =

❷後期高齢者支援金分保険料（後期高齢者医療制度への支援金）
所　得　割

加入者全員の
旧ただし書き所得×2.36％

年　額

後期高齢者支援金分保険料年額
（最高限度額20万円）

均　等　割

12,300円×加入者数
（未就学児は6,150円）＋ =

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511 問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511
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保険料の決定（6月）
　令和4年度の保険料（4月～翌年3月）は、前年中（1
月～12月）の所得の申告内容に基づき計算し、6月下
旬に通知します。そのため、年間保険料は6月～翌年3
月の10回で納めます。令和4年度4・5月納期月の保険
料の納付はありません。ただし、前年度以前の保険料が
変更になり、4・5月納期月保険料として請求される場
合があります。

保険料が変更になる方
　年度途中で資格異動（加入や喪失など）や所得の申告
内容に修正があった場合は、保険料を再計算します。た
だし、令和2年度以前の保険料は変更にならない場合が
あります。保険料の金額に変更が生じた場合は「納入通
知書」を郵送します。また、保険料は、再計算をした月
以降の納期で金額を調整します。

　40歳の誕生月（１日生まれの方は前月）分から、介護分保険
料を納付します。再計算して納入通知書を郵送します。

　65歳の誕生月の前月（1日生まれの方は前々月）分までの介
護分保険料を、あらかじめ３月までの納期で均等に分けて納付し
ます。そのため、65歳になってからも国民健康保険料の納付額
は変わりませんが、介護保険料との二重払いにはなりません。
65歳からの介護保険料については、別途介護・高齢者支援課か
ら通知書を郵送します。

　75歳になる方は、後期高齢者医療制度に移行（加入）し、国
保を脱退します。この加入・喪失は自動的に行われるため、手続
きは不要です。
　保険料は、75歳の誕生月の前月分までを国保で納付し、75歳の誕
生月分からは後期高齢者医療制度で納付します（46ページ参照）。

●納期月について
　年金からの引き落とし（特別徴収）となる方は、納期月が異なります。
　原則、年金支給月の4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回です。

●年金からの引き落とし（特別徴収）の世帯主がやめたとき
　特別徴収を中止します。世帯の年間保険料を再計算し、変更後の納入
通知書を郵送します。なお、不足分があるときは、納付書で納付する場
合があります。

　6月下旬に、令和4年度の保険料が決定した後、「納入
通知書」と「納付書」を郵送します。
　口座振替・年金からの引き落とし（特別徴収）の世帯
には、原則「納入通知書」のみ郵送します。

●保険料のお知らせと納付書の郵送時期

年金からの引き落とし（特別徴収）となる方へ

1年間の保険料が120,000円の世帯
保険料が決定された6月の通知書（年間120,000円）

12,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000ーー 12,000
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4・5月分の保険料は、6月以降に含め、10回に分けて
納めます。

加　入

納付額

納付を行う月

●年度途中に75歳になる方が１人で加入している場合
　75歳の誕生月の前月分までの保険料を、6月から誕生月の前月まで
の納期で均等に分けて納付します。5月に75歳になる方は、6月納期
分でまとめて納付します。

●年金からの引き落とし（特別徴収）となっている方の場合
　令和4年度中に75歳になる方の年金からの引き落とし（特別徴収）は、
該当年度の4月から中止します。口座振替または納付書で納付します。

●加入者が２人以上いる世帯で、年度途中に75歳になる方が１人いる場合
　75歳の誕生月の前月分までの保険料を、翌年3月までの納期で均等
に分けて納付します。そのため、75歳になってからも国保の納付額は
変わりませんが、後期高齢者医療保険料との二重払いにはなりません。

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511 問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

例

年度途中に40歳になる方の保険料

年度途中に65歳になる方の保険料

年度途中に75歳になる方の保険料
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　年度途中に加入した方の保険料は、届出日からではなく、国保
の加入資格が発生した月分から納付します。
　保険料は月単位となり、月の途中から加入した場合でも日割り
計算にはなりません。月の末日に国保に加入していれば、その月
の保険料を納付します。

　他の区市町村から転入した方に、暫定的に均等割額（30ペー
ジ参照）の保険料のみを計算して、納入通知書や納付書を郵送
することがあります。その後、前年の所得の情報が判明した時点
で再計算するため、後日保険料が
変更になることがあります。その場
合は変更後の納入通知書および納
付書を郵送しますので、納付書を
差し替えて納付してください。な
お、保険料の計算方法は区市町村
ごとに異なる場合があります。

　年度途中に脱退した方については、保険料を再計算し、保険料
の金額に変更があった場合は変更後の納入通知書等を世帯主に
郵送します。

国保の資格取得日：７月１日（退職日の翌日）
　７月～３月までの９か月分の保険料を、届出した翌月の８月～
翌年３月までの８回に分けて納めます。

6月30日に退職して7月13日に加入届をした場合
7月～翌年3月の保険料（120,000円の世帯）

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000ーーーー 15,000
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加　入

納付額

納付を行う月

加入資格発生月から3月までの月数
12

×年間保険料

　保険料は6月に決定し、納付が開始になります。4、5月分の保
険料は6月以降に含め、10回に分けて納めます。

当初1年間（4月～翌年3月）の保険料120,000円の世帯
が、8月中旬に世帯全員が中野区から転出した場合

12,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000ーー 12,000
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　すでに納付している24,000円（6、7月納期分）では保険料
が不足します。これは4、5月納期月に保険料の納付がないため
です。残額の保険料は転出後の納期で納付します。再計算後の
保険料の内容は、転出届出月または翌月に納入通知書等を郵送
します。

000004,00012,00012,00012,000ーー 0
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●世帯の一部がやめたとき
　世帯の年間保険料を再計算します。再計算の結果、残りの保険
料を、脱退届を行った月（または翌月）から翌年3月までで調
整し、変更後の納入通知書等を郵送します。
●世帯全員がやめたとき
　国保の資格を喪失した月の前月分までの保険料を再計算しま
す。再計算の結果、不足があるときは、資格を喪失した月以降
も保険料を納付することがあります。納め過ぎた保険料があ
るときは還付します。

　転出届を出したことにより、転出した月の前月分までの
保険料を再計算。
　再計算した結果、40,000円（4か月分）に変更になった｡

年度途中に加入した方の保険料

中野区に転入した方の保険料

年度途中に脱退した方の保険料

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511 問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

例

例
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　対象となる方の保険料は、前年の給与所得を70％減
額した所得額で保険料を算定します。

　次の要件をすべて満たす方が対象となります。
①離職時に65歳未満の方
②会社の倒産や解雇等で離職し、公共職業安定所（ハローワー
ク）で雇用保険の手続きをして、雇用保険の特定受給資格者ま
たは特定理由離職者と認められた方

対象となる方

　雇用保険受給資格者証、本人を確認できるもの及びマ
イナンバーカードまたは通知カードを持参して区役所
（資格賦課係）で届出をしてください。
　減額対象期間は離職日の翌日の属する月から、その月
の属する年度の翌年度末までです（途中で他の保険に加
入した場合は資格喪失日まで）。

届　　出

　公共職業安定所（ハローワーク）が作成し、雇用保険の受給
資格者に発行するものです。本人が申請し、受給資格が得られ
ないと発行されません。

非自発的失業者に対する保険料の軽減

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

※雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄又は「離職年月日理
由」欄に下記のコードが記載されていることをご確認ください。

　世帯主（国保に加入していない場合を含む）とその他
の加入者全員の、令和3年中の所得額が条例で定める基
準以下の場合、均等割額が減額されます。

均等割保険料の減額

　事業の廃止、解雇、病気、災害等特別な事情により著
しく生活が困難になり、預貯金等の資産活用を図っても
なお保険料を納めることができなくなった場合は、減免
の制度を3か月（又は1か月）を限度として適用される
ことがあります。納期限を過ぎた保険料は対象外です。
納期限7日前までに申請する必要があります。給与収入
のある場合、おおよそ月の収入から生活保護基準の生活
費の1000分の1210の額を引いた額が保険料月額を下
回ると対象になります。 

※1　給与所得者等とは、給与収入が55万円超の方と、公的年金等の支給額
が60万円超（65歳未満）又は110万円超（65歳以上）の方をいいます。

※2　加入者数について

※未就学児については、当該減額後の均等割額をさらに5割減額します。
【新設（令和4年4月～）】

令和3年中の所得が下記の金額以下の世帯

  43万円＋10万円×（給与所得者等※1の数－1）

43万円＋（28.5万円×加入者数※2）
＋10万円×（給与所得者等※1の数－1）

43万円＋（52万円×加入者数※2）
＋10万円×（給与所得者等※1の数－1）

減額割合

7割

5割

2割

◆令和4年度減額基準表

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

保険料の減免

　次の世帯が対象となる予定です。詳細についてはホー
ムページ等で改めてお知らせします。

保険料の減免（新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯）

特定受給資格者
特定理由離職者

対象コード
11・12・21・22・31・32

23・33・34

雇用保険受給資格者証とは…

●新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡又
は重篤な傷病を負った世帯

●新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者
の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれか
の収入が、2021年に比べ2022年に3割以上減った世帯

令和4年4月1日（減額基準日）時点の世帯状況を基準に減額判定します。
（この日より後に新規加入した世帯は、加入日が基準日となります）
対象者全員の所得が判明していないと判定ができませんので、収入が少
なく確定申告が不要な方も住民税の申告が必要になる場合があります。
なお、海外からの転入などにより住民税の申告ができない方には、「国民
健康保険料に関する申告書」を郵送しますので提出してください。

●

●

①国民健康保険の被保険者のほか、国保から後期高齢者医療制度に移
行した方も人数に含めます。
②減額基準日時点の加入者数で判定しますので、基準日後に加入者が
変動しても減額判定は変わりません。ただし、減額基準日後に世帯
主が変わった場合は、新世帯主により判定し直します。
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　75歳になると、後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢
医療制度の保険料を納めることになります。それに伴って、
国民健康保険に引き続き加入する方の保険料の負担が急
に増えることがないように国民健康保険の保険料につい
て、次のような軽減を受けることができます。
●均等割保険料の減額
　所得の低い方の均等割保険料の減額については、世帯構
成、所得が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けるこ
とができます。

　職場の健康保険の被保険者が75歳になり後期高齢者
医療制度に移行すると、その被扶養者の方も健康保険の
資格がなくなります。被扶養者の方が75歳未満の場合は、
国民健康保険に加入する手続きが必要です。
　また、次のページの要件をすべて満たす方は、申請によ
り保険料が減免されます。

保険料の年金特別徴収
（年金天引き）

　下記の条件をすべて満たす方は、公的年金(主に老齢基礎年
金)から保険料を引き落とす、特別徴収の対象者となります。

●納期月については、32ページをご覧ください。

口座振替をしていないこと。

世帯主が国保加入者であること。

世帯内の国保加入者の方全員が65歳以上75歳未満であること。

世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されていること。

対象となる年金の年額が18万円以上であり、1回あた
りの国保保険料と介護保険料の合算額が、1回あたり
の支給額の2分の1を超えないこと。（※世帯主が2つ
以上の年金を受給中の場合は、法律が定める優先順位
により、その1つが特別徴収の対象になります。）

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った
方と同一世帯の国民健康保険加入者の方

社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度
に移った場合の被扶養者であった方

後期高齢者医療制度移行による
保険料の軽減措置

社会保険
資格喪失 資格喪失

後期高齢者医療制度に加入 国保に加入

4月、6月は仮徴収（引き続き年金特別徴収の方）
　4月と6月の年金から徴収する国民健康保険料は、令和3
年度第6回（2月）の保険料と同額で仮徴収金額です。令和
3年の所得状況の確定後の6月中旬に、令和4年度国民健康
保険料を算定します。その際に4月と6月の年金から特別徴
収（年金天引き）した保険料額を差し引きして、8月から
翌年2月までの年金より特別徴収(年金天引き）する額を決
め、保険料決定通知をお送りします（世帯主宛）。

年金天引きから口座振替への変更について
　特別徴収の対象となる方でも、お届けにより口座振替によ
るお支払への変更が可能です。ただし、著しい滞納のない世
帯の方に限ります。
　ご希望の方は、下記の手続きをしてください。
①口座振替の手続き
②「国民健康保険料納付方法変更申出書」の提出

特別徴収となる条件

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511
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保険料のお支払い方法

区役所にも銀行にも行かずに郵送だけで手続きできます。

担当までご連絡
いただければ
｢口座振替依頼
書」をお送りし
ます。

口座振替による方法
　保険料の支払いは、年金から差し引いて納付されている方以
外は、原則口座振替でお願いいたします。口座振替ができない
場合は、当区所定の納付書で納めていただきます。

★振替日…毎月末日（末日が金融機関等の休業日の場合は翌営業日）
★振替開始…申込月の２か月後（キャッシュカードでの申込は翌月）
★口座振替の開始の１週間前までに「口座振替開始通知」をお送りします。

問合せは　国保収納係　　☎03-3228-5507

口座振替依頼書での手続き

対象金融機関

　金融機関のキャッシュカードを機械に通し、暗証番号を入力するだけで、
口座振替の手続きがその場で完了いたします。印かん・通帳は不要です。お
申込みいただいた翌月から口座振替が始まります。（口座振替依頼書ではお
およそ2か月後になります。）

・みずほ銀行
・三菱UFJ銀行
・三井住友銀行
・りそな銀行
・西京信用金庫
・西武信用金庫
・ゆうちょ銀行

・区役所 2階
　4番窓口
・南中野
・東部
・江古田　 
・野方
・鷺宮

キャッシュカードによる手続き

・納付書または保険証
・対象金融機関の普通
預金（総合口座）の
キャッシュカード（た
だし、生体認証方式
のものなど、利用で
きないキャッシュカー
ドがあります）

地域
事務所

申 込 先 必要なもの

●対象となる方（「旧被扶養者」といいます。）
•国民健康保険の資格取得日に、65歳以上であること。
•被用者保険（社会保険や共済組合など）の被保険者が
後期高齢者医療制度に移行したことにより、同日に被
扶養者も社会保険などの資格を喪失したこと。
※国民健康保険組合の加入者であった方は対象になり
ません。

●軽減の内容
•旧被扶養者の資格を取得する日の属する月から、満
75歳到達月の前月まで所得割額を免除します。

•旧被扶養者の資格を取得する日の属する月から、資格
取得日の属する月以降、2年を経過する月まで均等割
額を半額にします。
＊条例に定める7割、5割の減額に該当する世帯の方
（36ページ参照）は、そちらの減額制度が優先適用
されます。
＊同じ世帯に旧被扶養者の方がいる場合であって、年
度の途中で均等割の減免期間が終了する時は、旧被
扶養者の方の保険料と他の加入者の保険料を合計
し、当該年度内で均等に分割して納めていただきま
す。

●申請
　社会保険などの資格喪失日から14日以内に申請してく
ださい。

•受 付 場 所　区役所または地域事務所
•必要なもの　健康保険資格喪失証明書、本人確認資料、

世帯主のマイナンバーカードまたは
通知カード

問合せは　資格賦課係　　☎03-3228-5511

氏名や口座番号
等を記入して2
枚目と3枚目に
届出印を押す。

1枚目の本人控え
をはがして左右
を貼り合わせて
ポストに投函。
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　何らかの事情で保険料を納められないときは、早めに
滞納整理係にご相談ください。そのまま放置しておく
と、一度に納める保険料が多額になります。また、延滞
金が加算される場合があります。

保険料を納めないと

滞納処分
　滞納が続くと、法律に基づいて給与などの財産の差押
えを行います。

　納期限までに保険料が納付されない場合、
法令に基づき督促状を送付します。滞納が続
くと、電話や文書、SMSによる催告も行いま
す。また、ご自宅に伺う場合もあります。

督促と催告

　有効期間の短い「短期被保険者証」を交付
する場合があります。

「短期被保険者証」の交付

　さらに滞納が続くと保険証の代わりに「被保険者資格証
明書」を交付します。この場合、医療機関で一時的に医療費
を全額自己負担することになります。 

「被保険者資格証明書」の交付

　滞納保険料の納付相談をされないままで保険給付費
（特別療養費、高額療養費、葬祭費など）の支給申請があっ
た場合、これらの全部または一部を差し止める場合があ
ります。 

給付の制限
ご注意

・コンビニエンスストアでのお支払いの際は、領収書の他にレ
シートもお受け取りください。
・２から４の支払い方法の場合、領収書が発行されません。
・２、４の支払い方法は、納付書表面にバーコードがないもの
は取り扱いできません。

納付書でのお支払い

　お送りする納付書で下記のいずれかの方法でお支払いください。

納期限は毎月末日
（末日が金融機関等の休業日の場合は翌営業日）

問合せは　国保収納係　　☎03-3228-5507 問合せは　滞納整理係　　☎03-3228-5509

1  現金でのお支払い
　コンビニエンスストア、金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、
ゆうちょ銀行）、区役所（２階保険医療課窓口）、地域事務所の窓
口でお支払いいただけます。

3  ペイジーでのお支払い
　ATMやインターネットバンキングで、納付書に書かれている
収納機関番号、納付番号、確認番号を入力することでお支払いた
だけます。

4  モバイルレジでのお支払い
　スマートフォンに専用のアプリをインストールし、納付書の
バーコードを読み取ることでお支払いいただけます。クレジッ
トカードかインターネットバンキングが使用できます。クレジッ
トカードの場合は手数料がかかります。

国民健康保険料
納付書でのお支払い
（中野区ホームページ）

2  PayPay、LINE Pay、d払い、auPAY、J-Coin Payでのお支払い
　納付書のバーコードをご自分で読み取ることでお支払いいた
だけます。
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　区が実施する健（検）診は以下のとおりです。
　健康保険の種類に関係なく申込制で実施します。

●電　　話　保健企画課　区民健診係
　　　　　　03-3382-2429
●窓　　口　①区民健診係（中野区保健所）
　　　　　　②各すこやか福祉センター
　　　　　　③各地域事務所
●郵　　送　〒164-0001
　　　　　　中野区中野2丁目17番4号
　　　　　　中野区保健所　区民健診係
●電子申請　中野区ホームページより

申込受付期間

申込方法

対象年齢

35歳～39歳

40歳以上

40歳以上

20歳以上の女性
前年度未受診の方

健（検）診項目

大腸がん検診

子宮頸がん検診

胃がん検診
（胃部X線検査）

健康づくり健診
対象年齢

40歳以上の女性
前年度未受診の方
★前年度視触診検査
　のみ受診の方
35歳～75歳
★76歳

45歳・55歳・65歳
★46歳・56歳・66歳

健（検）診項目

眼科検診

成人歯科健診

乳がん検診

がん検診等のご案内

1 対象となる方

2申込み

3健（検）診の項目及び対象年齢
（令和5年3月31日現在の年齢）

令和4年6月1日（水）～令和5年2月10日（金）まで

　中野区在住で、職場などで同種の健（検）診を受ける機会のない方

　郵送用の申込用紙は、申込受付窓口で配布しているほか、中野区
ホームページからダウンロードできます（申込受付期間内）。

　被保険者の健康増進や医療費削減のために以下の保健
事業を計画しています。

●糖尿病性腎症重症化予防事業
　国保特定健診の結果から、糖尿病性腎症のリスクが高い方へ保健指導を実
施します。
●医療機関への受診勧奨事業
　国保特定健診の結果から、医療機関への受診が必要な方へ受診勧奨を行い
ます。
●重複服薬指導事業
　複数の医療機関から必要以上の処方薬をうけている方へ通知を送付します。

❶対象となる方
中野区国民健康保険に加入されている方で、令和5
年3月31日現在40歳以上の方
❷受診期間
令和4年6月1日（水）～令和5年2月28日（火）まで。
❸受診方法
区から受診券が届きましたら、同封の「区民健診のうけかた」に掲載さ
れている医療機関へ予約のうえ受診してください。
❹健診項目
問診・身体診察・身体計測（身長・体重・腹囲）・血圧測定・尿検査・血液検
査・心電図・胸部X線検査・貧血検査など
❺自己負担金
500円（令和3年度住民税非課税世帯に属する方は
免除）
❻年度途中に中野区国民健康保険に加入された方
加入から1ヶ月程度で受診券をお送りします。申込
みは不要です。（令和5年1月以降に加入された方は
ご連絡ください。）

保健事業のご案内

国保特定健診・特定保健指導

その他の保健事業

問合せは  保健企画課 保健事業係　☎03-3382-2430

問合せは  保健企画課 区民健診係　☎03-3382-2429

問合せは  保健企画課 区民健診係　☎03-3382-2429

前年度未受診の方

胃がん
ハイリスク診査

●国保特定健診

　国保特定健診の結果、メタボリックシンドロームの可能性がある方
へ特定保健指導を実施します。特定保健指導では、生活習慣を改善する
ために医師や管理栄養士などの専門家が個人の状態に合わせた改善策
を一緒に考え、継続的にサポートします。

●特定保健指導

40歳以上で過去
に受けたことが
ない方

50歳～69歳胃がん検診
（胃内視鏡検査）

（右記2次元コードより
アクセス可）

※詳しい健（検）診内容については、お問合わせください。
※すべての健（検）診に、原則、自己負担金（200円から2,000円）があります。
※胃がん検診（胃部Ｘ線検査）、胃がん検診（胃内視鏡検査）、子宮頸がん検診、乳
がん検診は２年に１回の受診となります。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響で★の対象者で前年度に健（検）診を受
診できなかった方は今年度受診できます。詳しくは区民健診係まで。

選
択
制

前年度未受診の方
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（署名してください）

氏 名

私はジェネリック医薬品を
希望します。

ジェネリック医薬品
希望カード

医療関係者の皆様へ

後期高齢者医療制度

問合せは　後期高齢者医療係　　 03-3228-8944

　ジェネリック医薬品を希望す
る場合は、下の「ジェネリック
医薬品希望カード」を保険証と一
緒に病院、診療所、薬局の窓口に
提示していただくか、直接、医
師、薬剤師に提示してください。

ジェネリック医薬品を
希望する場合は

　75歳以上の方及び65歳～74歳で
一定の障害があり申請して認定された
方は、それまでの健康保険を抜けて、｢東京都後期高齢者
医療広域連合」が運営する医療制度へ加入します。

切り取ってご使用ください。

私はジェネリック医薬品を
希望します。

ジェネリック医薬品
希望カード

医療関係者の皆様へ

（署名してください）

氏 名

　制度の問合せ
　　広域連合お問合せセンター
　　受付時間：平日、午前9時～午後5時
　　電話 0570-086-519　FAX 0570-086-075

保険料          ： 均等割額と所得割額の合計額で個人別に算
　　　　　　　　 定されます。所得の低い方には、減額制度が
　　　　　　　　 あります。
支払方法       ： 原則は年金天引きとなります。
　　　　　　　　口座振替での支払いを希望される方は口座
　　　　　　　　振替をお申し込みください。
　　　　　　　　※国民健康保険で口座振替だった方も新た
　　　　　　　　　に手続きが必要となります。
保険証          ： 新しく75歳となる方には、誕生月の前月に
　　　　　　　　保険証を送ります。
区の取扱業務 ： 保険料徴収業務や各種申請受付は、中野区が
　　　　　　　　行います。

： 入院時負担軽減
支援金の支給

後期高齢者医療保険加入者で住民税非課税
世帯の方が医療保険適用の病院等に31日
以上入院された場合、2万円支給されます。
詳しくはお問合せください。

葬祭費の支給 ：後期高齢者医療保険加入者が死亡したと
き、葬儀を行った方に5万円支給されます。
詳しくはお問合せください。

自己負担       ： 令和4年10月から、医療機関等の窓口で支
払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」
または「3割」に、新たに「2割」が追加され「1
割」「2割」「3割」の3区分となります。

かしこく　使おう　ジェネリック医薬品
（東京23区国保連携事業）

区　分 自己負担割合 自己負担割合
現役並み所得者 3割 3割

一般所得者等 1割 2割
1割

区　分
現役並み所得者
一定以上所得のある方
一般所得者等

令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から



○基本的に先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果を持っています。
○ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間終了後に製造するた
め、一般的に価格が安くなっています。
○品質や安全性は厳しく審査されています。
○先発医薬品と形や色、味など異なる場合があります。
○すべての先発医薬品に対しジェネリック医薬品があるわけではあり
ません。
○医師の判断によりジェネリック医薬品が処方されない場合がありま
す。

このカードをなくされた方は再発行しますので、
中野区保険医療課までご連絡ください。　　 　 ℡03-3228-5566

○基本的に先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果を持っています。
○ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間終了後に製造するた
め、一般的に価格が安くなっています。
○品質や安全性は厳しく審査されています。
○先発医薬品と形や色、味など異なる場合があります。
○すべての先発医薬品に対しジェネリック医薬品があるわけではあり
ません。
○医師の判断によりジェネリック医薬品が処方されない場合がありま
す。

このカードをなくされた方は再発行しますので、
中野区保険医療課までご連絡ください。　　 　 ℡03-3228-5566

ジェネリック医薬品ってどんな薬？

ジェネリック医薬品ってどんな薬？

国保の届出
●このようなときは、必ず14日以内に世帯主の方が区役所または
地域事務所へ届出をしてください。

●短期被保険者証などの方については地域事務所では取り扱いで
きません。区役所で手続きをしてください。

●本人を確認できるものについて、くわしくは6ページをご覧くださ
い。

＊の届出には世帯主と対象の方のマイナンバーの記入が必要です。「マイ
ナンバーカード」または「通知カード」などマイナンバーが確認できるも
のをお持ちください。

届出に必要なものこのようなときは届出を

国
保
に
入
る

国
保
を
や
め
る

そ

　の

　他

在留カード、パスポート

世帯が分かれたり、
一緒になったりしたとき

保険証をなくしたとき、
または汚れて使えなくなったとき

中野区に転入してきたとき

職場の健康保険をやめたとき

生活保護を受けなくなったとき

お子さんが生まれたとき

外国人が入国したとき

中野区から転出するとき

職場の健康保険に入ったとき

生活保護を受けるようになったとき

死亡したとき

外国人が出国するとき

中野区内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

修学のため別の住所になったとき

保険料を口座振替で納めるとき

＊

＊

＊

＊

＊

転出証明書、本人を確認できるもの

・「納付書」または「保険証」
 ・「キャッシュカード」または
　「預(貯)金通帳＋金融機関届出印」

保護廃止決定通知書、本人を確
認できるもの

印かん、母子健康手帳、本人を
確認できるものなど

資格喪失証明書など、職場の健
康保険をやめた証明書、本人を
確認できるもの

保険証

保険証、職場の保険証（または証明書）

保険証、保護開始決定通知書

保険証

保険証など

保険証

保険証

保険証

保険証、在学証明書、住民票の写し

本人を確認できるもの
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中野区 区民部 保険医療課
〒164-8501　中野区中野4-8-1

詳しくはホームページで→

手続きは簡単　詳しくは41ページに
保険料の納付は口座振替で！

令和4年度版令和4年度版

03-3389-1111（代表）

THỦ TỤC BẢO HIỂM Y
TẾ QUỐC DÂN

新型コロナウイルス感染症の影響により、
収入が減少した世帯等の国民健康保険料の
減免について

東京都新宿区新宿4-3-20☎3356-7121
ホームページ https://www.shinkin.co.jp/saikyo/

中野支店 中野区本町4ー44ー13　☎3383ー2511

南中野支店 中野区弥生町4ー24ー1　☎3381ー8176

東中野支店 中野区東中野3ー8ー9　☎3369ー6151

沼袋支店 中野区沼袋1ー37ー2　☎3387ー8171

野方支店 中野区野方6ー31ー10　☎3338ー6111

鷺宮支店 中野区鷺宮4ー44ー10　☎3339ー2221

《中野区店舗のご案内》

《　　　　》は中野区に6店舗、皆様をサポートします

年金のご相談
お受け取りは《西京》へ

年金相談会を開催しております。
くわしくは窓口、渉外担当、ホームページでご確認ください。

地域のために　この街のために　そして、あなたのために
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