
5毎日の暮らしに役立つ『広報とまこまい』は、毎月1日発行です ！
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加入する人
� 国保課  32-6429
国民年金は、日本国内に居住している20
歳以上60歳未満の方すべてを対象として
います。
●強制加入
◦�第1号被保険者…20歳以上60歳未満の
自営業者・農林漁業従事者とその配偶者、
学生、無職の方など（第2号・第3号被保
険者を除く）
◦�第2号被保険者…会社員、公務員など厚
生年金、共済組合の加入者
◦�第3号被保険者…20歳以上60歳未満の
第2号被保険者に扶養されている配偶者
※�第3号被保険者に該当する場合は、事業
主に届け出る必要があります。

●任意加入
❶�60歳までに受給資格期間を満たしてい
ないため、受給権を確保したい方（特例
で70歳まで）
❷�60歳までに受給資格期間を満たしてい
るが、40年の納付済期間がなく満額受
給できないため、年金額を増やしたい方
（65歳まで）
❸�外国に居住する20歳以上65歳未満の日
本人

加入などの手続き
� 国保課  32-6429

手続きに必要なもの

20歳になったとき
（厚生年金・共済組合
の加入者は除く）

・�国民年金被保険者資格取
得届（日本年金機構から
20歳の誕生日前に郵送で
届きます）

会社を退職したとき
（60歳以上の方は除く）

・�退職日を確認できるもの
（健康保険資格喪失証明
書、離職票、退職証明書
など）

配偶者の扶養から
外れたとき

・�扶養から外れた日を確認
できるもの（健康保険資格
喪失証明書、雇用保険受
給資格者証など）

年金手帳の再交付
・�再交付までに1カ月ほどか
かります。お急ぎの方は
年金事務所まで。

保険料免除・納付
猶予の申請

・��転入してきた方は、本人・
配偶者・世帯主の前年所
得を確認できるもの（所
得・課税証明書など）

・��離職した方は、離職日を
確認できるもの（離職票、
雇用保険受給資格者証な
ど）

※�いずれの手続きにも本人確認書類（写真な
しの場合2点）、年金手帳（または基礎年金
番号がわかるもの）、印鑑が必要です。

受給できる年金の種類
� 国保課  32-6429
●老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでに保険料納付済
期間（免除期間を含む）が10年以上ある方
に、65歳から支給されます。ただし、保

険料を免除された期間は年金額が減額さ
れ、保険料の未納期間は年金額に反映しま
せん。
平成30年度年金額＝年額779,300円（満額）

●障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日があ
り、病気やけがなどで一定の障がいの状態
にある方が、保険料納付要件を満たしてい
る場合に支給されます。20歳前や60歳以
上65歳未満の年金に加入していない期間
に初診日があるときも含みます。
平成30年度年金額＝年額974,125円（1
級）、年額779,300円（2級）　※ほかに子
の加算あり

●遺族基礎年金
国民年金の加入者または老齢基礎年金の受
給資格期間を満たした方が亡くなった場合
に、その方に生計を維持されていた子（18
歳に到達する年度の末日までにある子また
は30歳未満で一定の障がいのある子）のあ
る配偶者または子に支給されます。ただ
し、亡くなった方が保険料納付要件を満た
していることが必要です。
平成30年度年金額＝年額779,300円　※
ほかに子の加算あり

その他の給付
� 国保課  32-6429
●寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間
（免除期間を含む）が25年以上ある夫が年
金を受けずに亡くなった場合に、夫によっ
て生計を維持し、10年以上婚姻関係があっ
た妻に60歳から65歳までの間支給されま
す。ただし、夫が障害基礎年金の受給権者
であったり、老齢基礎年金を受給していた
とき、また妻が繰上げ支給の老齢基礎年金
を受給しているときは支給されません。
年金額＝夫の第1号被保険者の期間につい
て計算した老齢基礎年金額の4分の3

●死亡一時金
第1号被保険者としての保険料納付済期間
が3年以上ある方が年金を受けずに亡く
なった場合に、その方と生計を同じくして
いた遺族に支給されます。ただし、遺族が
遺族基礎年金を受けられるときは支給され
ません。また、寡婦年金を受けられる場合
は選択となります。
一時金の額＝保険料を納付した期間に応じ
て、120,000円～320,000円

国民年金保険（平成30年度）
� 国保課  32-6429
□第1号被保険者
定額保険料 1カ月�＝�16,340円
付加保険料 1カ月�＝������400円

※�第3号被保険者は、ご自身で保険料を納
付する必要がありません。

●納付方法

納付書を使って金融機関またはコンビニ
エンスストアで納付する方法や口座振
替、クレジットカードによる納付のほ
か、電子納付も利用できます。また、保
険料が割引になる前納制度もあります。

保険料の免除制度
� 国保課  32-6429
●法定免除
・�障害基礎年金または被用者年金の障害年
金（1級または2級）を受けている方
・生活保護の生活扶助を受けている方

●申請免除
国民年金保険料を納付することが経済的に
困難な場合は、申請により承認されると保
険料の納付が免除されます。本人・世帯主・
配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失
業した場合に該当します。免除される額
は、全額、４分の３、半額、４分の１の４
種類があります。保険料を免除された期間
は、年金の受給資格期間には参入されます
が、年金額を計算するときは、全額納付し
たときに比べて一定の割合で減額されま
す。

●納付猶予
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者
の前年所得が一定額以下の場合や失業した
場合には、世帯主の前年所得が一定額以上
であっても、申請により承認されると保険
料の納付が猶予されます。納付を猶予され
た期間は、年金の受給資格期間には参入さ
れますが、年金額には反映されません。

●学生納付特例
学生（各種学校や夜間・定時制・通信制（学
校法人に限る）に在学する方も含まれる）の
方は、申請により承認されると在学中の保
険料の納付が猶予されます。本人の前年所
得が一定額以下であれば、家族の方の所得
の多寡は問いません。納付を猶予された期
間は、年金の受給資格期間には参入されま
すが、年金額には反映されません。

●保険料の追納
免除または納付猶予された期間の保険料は、
10年以内であれば遡って納付（追納）するこ
とができます。追納することで将来受け取
る年金額を増やすことができます。ただし、
保険料の免除または納付猶予を受けた期間
の翌年度から起算して3年度目以降に追納
する場合は、加算額が上乗せされます。

国民年金 国民年金には、老後の生活を保障する老齢年金だけでなく、病気や事故で心身に障がいが残っ
たときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金などの制度もあります。
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4 この冊子は平成31年4月現在の内容です。最新情報については掲載してある問い合わせ先にご確認ください。
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※各種申請に必要なものについてはお問い合わせください。� 国保課  32-6425
受けられる給付の種類（いずれの場合も要件あり）

加入などの手続き
� 国保課  32-6418
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加
入している方、生活保護を受けている方を
除く全ての市民が対象です。転入や職場の
健康保険をやめたとき、世帯員に異動が
あったときなどは14日以内に手続きして
ください。各種手続きには、マイナンバー
および本人確認書類の提示が必要です。

□国保に入るとき
手続きに必要なもの

他の市町村からの
転入

・�印鑑　・前年の収入が
分かるもの

職場の健康保険を
やめた

・�印鑑　・資格喪失証明
書　・前年の収入が分
かるもの

子どもが生まれた ・印鑑　・保険証
生活保護を受けな
くなった

・印鑑
・保護廃止決定通知書

□国保をやめるとき
手続きに必要なもの

他の市町村への転出 ・印鑑　・保険証

職場の健康保険に
入った

・�印鑑　・国保と職場の健
康保険の両方の保険証
　（世帯全員の分）

国保の加入者が�
死亡した

・�印鑑　・保険証　・葬祭を行っ
たことが分かるもの　・銀行
の口座番号（葬祭を行った方）

生活保護を受ける
ようになった

・印鑑　・保険証
・保護開始決定通知書
・生活保護手帳

□その他
手続きに必要なもの

市内転居 ・印鑑　・保険証
世帯主や氏名の変更 ・印鑑　・保険証

就学などでの転出 ・印鑑　・在学証明書
・保険証

保険証の紛失や�
汚破損

・印鑑
・使えなくなった保険証

※�窓口で保険証をお渡しするには、身分を証明する
ものの提示が必要です。

国民健康保険税
� 国保課  32-6418
保険税は医療分と後期高齢者支援分、介護
分を合算したものです。介護分は国保に加
入している40歳から64歳の方で、それ以
外の分は国保に加入している皆さんで、次
の基準で算出されます。また、年度途中に
加入した場合は、資格を得た月分から計算
されます。

□税額の計算（年額）
〈医療分〉

所得割額 加入者の前年の課税所得×7.88%

均等割額 16,700円×世帯の加入者数

平等割額 29,900円（1世帯）

限度額54万円

〈後期高齢者支援分〉

所得割額 加入者の前年の課税所得×2.81%

均等割額 8,600円×世帯の加入者数

平等割額 6,600円（1世帯）

限度額19万円

〈介護分〉

所得割額 該当者の前年の課税所得×2.23%

均等割額 6,800円×世帯の該当者数

平等割額 6,400円（1世帯）

限度額16万円

●保険税の減免制度
次の場合、減免制度に該当する場合があり
ますので事前にご相談ください。
❶�火災、風水害などにより、家屋に被害を
受けたとき
❷�病気や失業などにより、大きく所得が
減ったとき
❸生活保護を受けることになったとき
❹その他特別な事情があるとき

●夜間納税相談� 納税課 32ｰ6274
毎月末の4日間（土・日曜日、祝日を除く）
に夜間納税相談を行っています。

●納付は便利な口座振替で
銀行、国保課窓口、勇払・のぞみ・沼ノ端
出張所で手続きが可能です。
国保課窓口、勇払・のぞみ出張所では苫小
牧信用金庫・北洋銀行・ゆうちょ銀行・北
海道銀行を振替先とする場合、キャッシュ
カードと暗証番号のみで手続きができるペ
イジーサービスをご利用できます。

国民健康保険と国民年金

国民健康保険 収入に応じて保険税を負担し、病気やけがをしたとき、医療費に充てる
相互扶助を目的とした制度です。

病気やけが
をしたとき

医療機関の窓口に国保の保険証を提示すると費用の1～3割を支払うだけで診療が受け
られます。ただし、年齢により費用の負担割合は変わります。※70歳～74歳の方は「高
齢受給者証」も提示してください。(8月より保険証と一体化します。)

療 養 費

次のようなとき、治療などに要した費用の全額を一度支払っていただき、後日、国保
課の窓口で申請すると、国保が負担する分の払い戻しが受けられます。
●保険証を持たずに治療を受けたときや、やむを得ず国民健康保険を取り扱っていな
い医療機関にかかったとき　●コルセットなどの治療用装具を作ったとき　●海外渡
航中などに急病やけがの治療を受けたときなど

高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担額が、下記の自己負担限度額を超えた場合、申請により
高額療養費として払い戻しとなります。
・70歳未満　�同じ国保世帯の中の受診者ごとに①医療機関　②入院・通院　③医科・

歯科に分け、21,000円以上となるものを合算し自己負担額を計算します。
� ●上位所得者Ⅱ（ア）＝252,600円+（総医療費－842,000円）×1%
� ●上位所得者Ⅰ（イ）＝167,400円+（総医療費－558,000円）×1%
� ●一般Ⅱ（ウ）＝80,100円+（総医療費－267,000円）×1%
� ●一般Ⅰ（エ）＝57,600円� ●非課税（オ）＝35,400円
・70歳以上で外来（個人ごと）
� ●現役並み所得者Ⅲ＝252,600円+（総医療費―842，000円×1％）
� ●現役並み所得者Ⅱ＝167,400円+（総医療費―558，000円×1％）
� ●現役並み所得者Ⅰ＝ 80,100円+（総医療費－267,000円×1％）
� ●一般＝18,000円　●低所得者Ⅰ・Ⅱ＝8,000円
・70歳以上で入院（国保世帯ごと）
� ●現役並み所得者Ⅲ＝252,600円+（総医療費―842，000円×1％）
� ●現役並み所得者Ⅱ＝167,400円+（総医療費―558，000円×1％）
� ●現役並み所得者Ⅰ＝ 80,100円+（総医療費－267,000円×1％）
� ●一般＝57,600円　●低所得者Ⅱ＝24,600円　●低所得者Ⅰ＝15,000円
※�70歳未満の方および70歳以上の現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ、低所得者Ⅰ・Ⅱの方が入院
または高額な外来診療を受ける場合は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」（事前
に国保課で交付申請が必要）を提示することにより限度額までの負担となります。

※制度改正により、自己負担限度額が変更となる場合があります。

入 院 時
食事療養費

入院したときは1食当たり標準負担額だけを自己負担していただき、残りを国保で負担
します。

移 送 費 国保が認める緊急な移送の場合、申請により移送費の一部を支給します。

出 産 育 児
一 時 金

産科医療補償制度加入の分娩機関で出産＝420,000円（1人）
それ以外で出産� ＝404,000円（1人）

葬 祭 費 30,000円

医 療 費 の
支 払 い が
困難な場合

災害や失業などにより、収入が著しく減少したことで、一時的に一部負担金の支払い
が困難な場合、申請により期間を限定して一部負担金が減免または猶予される場合が
あります。
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