
保険・年金
国民健康保険とは

健康づくり推進課国保年金係
　国民健康保険（国保）は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、みんなでお金を出し合
い、助け合う制度です。医療費は皆さんが納めた保険税と、国などからの補助金で賄われています。
●加入の対象となる方
　職場の健康保険に入っている方、生活保護を受けている方、および後期高齢者医療制度で医療を受けている
方以外の方は国保に加入しなければならないことになっています。原則として、居住している市区町村の国保
に加入します。
◇国保に加入している方の例
　・お店などを経営している自営業の方
　・農業や漁業などを営んでいる方
　・退職して職場の健康保険などをやめた方
　・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない方
　※それぞれ、生活保護を受けている方や後期高齢者医療制度で医療を受ける方を除きます。
●国保に加入するとき（14日以内に健康づくり推進課国保年金係へ届出をしてください）

こんなとき 持参するもの
他市区町村から転入したとき 印鑑・他の市区町村の転出証明書
他の健康保険の資格を喪失したとき
社会保険の扶養家族をはずれたとき

印鑑・他の健康保険の資格喪失証明書またはそれに代わる資格が喪失したこと
がわかる証明書類

生活保護を受けなくなったとき 印鑑・保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 印鑑・母子健康手帳
外国人が加入するとき 外国人登録証明証・パスポート

こんなとき 持参するもの
他市区町村へ転出したとき 印鑑・保険証
他の健康保険に加入したとき 印鑑・国保の保険証・新しく加入した健康保険証
生活保護を受けはじめたとき 印鑑・保険証・保護開始決定通知書
死亡したとき 印鑑・保険証・死亡日を証明するもの
外国人が脱退するとき 保険証・外国人登録証明証

●国保を脱退するとき（14日以内に健康づくり推進課国保年金係へ届出をしてください）� 　

項　　　目 内　　　　　容

出産育児一時金支給 国民健康保険に加入している方が出産したとき原則42万円を支給します。
※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合

葬祭費支給 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、2万円を支給します。
（口座振込）

高額療養費貸付制度 益城町社会福祉協議会でご相談ください。

高額療養費

同月内の医療費が限度額を超えたときは、その超えた額を支給します。対象者には、手紙で案内
します。
ご入院される場合は、あらかじめ申請をすることによって「限度額適用認定証」が交付されます。
この認定証をお医者さんに提示することで、窓口での支払が限度額までとなります（「限度額適
用認定証」は交付できない場合があります。）。

高額介護合算療養費
1年間にかかった医療費と介護サービス費を合計し、限度額を超えた額を支給します。対象とな
る方には、お手紙でご案内します。高額介護合算制度は、通常8月1日から翌年7月31日までを1
年間として計算されます。この間に被用者保険（社会保険等）から国民健康保険に変わった方に
は、お手紙によるご案内は送られません）

療養費 保険証を持たずに病院にかかったときや医師が必要と認めた補装具を作ったときなどに、保険
者負担分を支給します。

人間ドック助成制度
町が指定する医療機関で人間ドックを受診する場合、事前にお申込みいただくと、受診費用の助
成を受けることができます。30歳以上の国民健康保険加入者で、国民健康保険税に未納がない
世帯の方が対象です。ましき健診（特定健診）との併用はできません。
※後期高齢者の助成もあります。

●主な給付・貸付� 　

国民健康保険� 　
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介護保険の保険者と被保険者
いきいき長寿課�介護保険係

●保険者（運営者）
　介護保険制度を運営するのは市町村です。
　・要介護認定を行います。
　・介護保険サービスの確保・整備をします。
　・�第1号被保険者の保険料の賦課・徴収を行いま
す。

●被保険者（加入する方）
　40歳以上の方全員が加入します。
　・保険料を納めます。
　・�介護保険サービスを利用するため、要介護認定
の申請をします。

　・介護保険サービスを利用し、利用料を払います。
◇第1号被保険者　65歳以上の方
　常に介護が必要（要介護状態）であったり、一定の
支援が必要（要支援状態）な場合は、原因を問わず、
介護保険サービスを利用することができます。
◇�第2号被保険者　40歳以上65歳未満の方（医療保
険に加入している方）
　老化に伴う病気（特定疾病）による障がいでも要
介護・要支援状態になった場合に限り、介護保険か
ら介護保険サービスを受けることができます。

介護保険� 　

●介護保険サービスを利用した場合
　介護保険サービスの利用料の1割を自己負担しま
す。
　1割の自己負担が著しく高額になった場合には、
一定額を超えた場合について申請により払い戻さ
れます（高額介護サービス費）。
●65歳になったら「被保険者証」が交付されます
　「介護保険被保険者証」は、要介護認定の申請、ケ
アプラン（サービス計画）の作成、サービス利用など
の際に必要となります。大切に保管してください。
※�40歳以上65歳未満の方（第2号被保険者）は、要介
護・要支援の認定を受けた場合などに「介護保険
被保険者証」が交付されます。

◇特定疾病とは
　次の16種類が定められています。
　� 1．がん末期　2．関節リウマチ
　� 3．筋萎縮性側索硬化症　4．後縦靱帯骨化症
　� 5．骨折を伴う骨粗鬆症
　� 6．初老期における認知症
　� 7．�パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、

大脳基底核変性症およびパーキンソン病）
　� 8．脊髄小脳変性症　9．脊柱管狭窄症
　10．早老症　11．多系統萎縮症
　12．�糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿

病性網膜症
　13．脳血管疾患　14．閉塞性動脈硬化症
　15．慢性閉塞性肺疾患
　16．�両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴

う変形性関節症

ましきまち生活便利帳 39

保
険
・
年
金

＜ ＞

通所介護

居宅介護支援

通所
居宅

096-287-0560
096-287-0562
益城町宮園948

ご自宅での生活を末永く続けてい
くことができるように､マシン訓
練やくもん学習療法等で身体機能､
認知機能の維持や低下の予防に力
を入れています｡　　　　　　

介護についてのお悩みやお困りの
ことなど､お気軽にご相談下さい｡

慈 光 会社会福祉法人

慈 光 会社会福祉法人

特別養護老人ホーム ひろやす莊



介護保険を利用するための手続き
いきいき長寿課�介護保険係

　介護保険の利用には申請が必要です。
1．申請
　申請は、本人または家族のほかに、地域包括支援
センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設に代
行してもらうこともできます。
申請窓口は、いきいき長寿課介護保険係です。
◇申請に必要なもの
　・要介護・要支援認定申請書
　・介護保険被保険者証
　・健康保険被保険者証（40歳から64歳までの方）
2．訪問調査
　申請した方の心身の状況などを調べるため、町職
員または町から委託を受けたケアマネジャー（介護
支援専門員）が訪問調査します。
3．審査判定
　訪問調査票や主治医の意見書を基に、専門家で構
成される「介護認定審査会」で審査・判定します。
4．認定（平成25年4月現在）
　判定に基づいて、要介護度を認定し、申請者に認
定結果を通知します。

5．ケアプラン作成
　要介護認定を受けた方は、ケアプランに基づき介
護保険サービスを利用できます。要支援1、2と認定
された方は地域包括支援センターの担当者へ、要介
護1～5と判定された方は居宅介護支援事業所を選
び、事業所のケアマネジャーにケアプラン作成を依
頼します。
6．介護保険サービスの利用
　ケアプランにより介護保険サービスが開始され
ます。費用は、かかった金額の約1割を負担していた
だきます。

認定区分 利用できるサービス 在宅サービス
利用限度月額

非該当
（自立）

介護保険サービスは受けられま
せんが、町の福祉サービスがあ
りますので、ご相談ください。

要支援1 居宅サービス 49,700円
要支援2 居宅サービス 104,000円
要介護1 居宅サービス、施設サービス 165,800円
要介護2 居宅サービス、施設サービス 194,800円
要介護3 居宅サービス、施設サービス 267,500円
要支援4 居宅サービス、施設サービス 306,000円
要介護5 居宅サービス、施設サービス 358,300円

ましきまち生活便利帳40

保
険
・
年
金

＜ ＞

慈 光 会社会福祉法人 h t t p : / /www . j i k o u - k a i . c om

あなたの生活を優しく、暖かく支えます。

介護老人保健施設

ケアポート益城ひろがるね、夢。
やすらぐね、心。

特別養護老人ホーム

ひろやす荘
あなたらしい
心安らぐ生活
支援致します。

グループホーム

津森倶楽部



後期高齢者医療制度について
健康づくり推進課国保年金係

●被保険者（後期高齢者医療制度の対象者）
　・�75歳以上の方は、自動的に後期高齢者医療制度の
被保険者になりますので、加入手続きは不要です。

　・�65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けて
いる方は、後期高齢者医療制度への移行を希望
する場合、申請手続きが必要です。

●保険者（運営者）
　「熊本県後期高齢者医療広域連合」で、県内の全市
町村により構成されています。

益城町役場の窓口では
　・保険証の交付
　・保険料の徴収
　・各種申請や届出書の受付
　（例）�高額療養費の申請、療養費（コルセット等を

作った際）の申請等など、身近な業務を行っ
ています。

●お医者さんにかかるとき
　医療機関の窓口で後期高齢者医療制度の保険証
を提示して、医療費の1割（現役並み所得者は3割）を
負担します。
◇現役並み所得者の判定基準
　住民税課税所得145万円以上、かつ収入が被保険
者複数世帯（又は70歳以上の方との合計）で520万
円（単身世帯で383万円）以上の方は現役並み（一定
以上）所得者となります。

国民年金について
健康づくり推進課国保年金係

●国民年金の制度・加入者
　国民年金とは、老後や、不幸にして障害を負った
り、若くして家族を残し、亡くなってしまったとき
などに、国が年金を支給し、生活の安定を図ること
を目的とした制度です。
　日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方
は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
　加入する方（被保険者）は、次の種類があります。
◇第1号被保険者
　農林漁業・商業などの自営業者、学生、日本在住の
外国人、またはサラリーマンであっても厚生年金な
どに加入していない方。保険料は本人が納めます。
◇第2号被保険者
　会社や役所などに勤務し、厚生年金保険や共済組合
に加入している方。保険料は給料から天引きされます。
◇第3号被保険者
　第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料
は、配偶者が加入している年金制度が負担します。
（配偶者の給与から個別に天引きされることはあり
ません。）
◇希望で加入する方（任意加入被保険者）
　・60歳以上65歳未満の方
　・海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人
　・�昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳以
上70歳未満の方（ただし、受給資格期間を満たす
まで）

●保険料
◇定額保険料（第1号被保険者または任意加入被保険者）
　15,040円（平成25年度）
　※年度により額が変わる可能性があります。
◇付加保険料
　定額保険料＋400円
　少しでも将来の年金額を増やしたい方のための
制度です。申し込みが必要です。
●納め方
　納付書を利用して銀行、郵便局、農協、漁協、信用
組合、コンビニなどの窓口で直接納められます。
　また、預金口座から引き落す口座振替・クレジッ
トカード納付は、納め忘れがなく便利です。
　口座振替、クレジットカード納付については、役
場健康づくり推進課や年金事務所、各金融機関でお
申し込みください。

国民年金� 　
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国民年金の手続き
健康づくり推進課国保年金係

手続きが必要なとき 持参するもの

20歳になったとき 印鑑

転居、転入したとき 印鑑、年金手帳、年金証書

会社を離職したとき 印鑑、年金手帳、離職年月日のわかる書類

配偶者（第2号被保険者）の扶養からはずれたとき 印鑑、年金手帳、扶養からはずれた年月日のわかる書類

年金手帳をなくしたとき 印鑑

氏名が変わったとき 印鑑、年金手帳

死亡したとき 印鑑、年金証書　など

付加保険料の申し出・辞退するとき� 印鑑、年金手帳

任意加入の申し出・辞退するとき 印鑑、年金手帳　※任意加入は口座振替必須

口座振替・クレジットカード納付の申し出 印鑑、預金通帳（クレジットカード）、預金通帳の届出印

保険料免除申請
若年者納付猶予申請

印鑑、年金手帳、離職票または雇用保険受給資格者証（失業に
よる免除）

学生納付特例申請 印鑑、年金手帳、学生証または在学証明書

65歳になったとき（老齢基礎年金裁定請求） 印鑑、身分証明書、年金手帳、請求者名義の預金通帳など

障害者になったとき（まずはご相談ください。） 印鑑、年金手帳

●保険料の納付が困難なとき
　第1号被保険者で、病気や失業、風水害、営業不振
などで所得が少なく、保険料を納めるのが困難な方
は、免除申請を行うことができます。特に学生は「学
生納付特例制度」を利用することができます。免除
を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかの
ぼって納めることもできます。ご希望の方は、お早
めに役場健康づくり推進課や年金事務所へご相談
ください。

●国民年金基金
　自営業などの第1号被保険者が任意で加入し、将
来受ける老齢基礎年金に上乗せして受け取ること
ができる公的な個人年金です。
　現在、保険料の免除を受けている方は加入できま
せん。また、付加保険料の納付ができなくなります。
問い合わせ
　熊本県国民年金基金
　☎0120-65-4192（096-387-2220）

　以下のようなときには、役場健康づくり推進課でお手続きください。� 　
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