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特集　国民健康保険制度

知っていますか?国民健康保険制度
国保とは 健康でいきいきとした毎日を送ることは、私たちみんなの願いです。国保は、いつ起こるか

わからない病気やけがに備えて、加入者の皆さんがお互いにお金を出し合って、必要な医療
費などを負担していく欠かすことのできない大切な助け合いの制度です。
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国保の保険証で医療を受けるときは、医療費の1〜3割が自己負担となりますが、その残
りは国保が負担しています。
また、医療費の自己負担分が高額になった場合には、一定額以上の医療費を国保が負担す
るほか、加入者が出産した時は出産育児一時金、死亡した場合は葬祭費を給付しています。
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するとき・
やめるとき

国保に加入したり、国保をやめたりするときは、14日以内に届け出をする必要があります。
こんなとき 届け出に必要なもの
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に
入
る
と
き

他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書、はんこ

職場の健康保険をやめたとき
社会保険などの資格を喪失した日が確認できる書類（健
康保険資格喪失確認書・離職票・雇用保険受給資格者証・
被保険者記録照会回答票などのいずれか1つ）、はんこ

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなった日のわかる証明書、はんこ
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、保険証、はんこ
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止通知書、はんこ

国
保
を
や
め
る
と
き

他の市区町村に転出するとき 保険証、はんこ
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証、はんこ
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証、はんこ
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、はんこ
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始通知書、はんこ

そ
の
他

同じ市内で住所を変更したとき 保険証、はんこ 
世帯主や氏名が変更になったとき 保険証、はんこ
修学のため、転出するとき 保険証、はんこ、在学証明書または学生証の写し
保険証を破損・紛失してしまったとき はんこ

国保に入るのは
こんな人

お店などを経営し
ている自営業の人

退職して職場の
健康保険をやめた人

パートやアルバイトを 
していて、職場の健康保険
に加入していない人

農業や漁業を
営んでいる人

国民健康保険（国保）は、他の公的医療保険に属さない人が加入する保険制度です。特集4ページで、国保のし
くみや八戸市の国保の状況、医療費の現状などをお知らせします。
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保険税の
決まり方

その年度の推計医療費から、国などからの補助金と皆さんが病院などで支払う一部負担金を
差し引いた金額が保険税の総額となります。1世帯当たりの保険税は、①所得割、②均等割、
③平等割の3つの合計で算出されます。
①所得割…世帯の加入者の所得に応じて計算
②均等割…世帯の加入者の人数に応じて計算
③平等割…1世帯当たり定額で計算

所得割 均等割 平等割 世帯の保険税＋ ＋ =

納付は便利な口座振替で！
納税通知書、預貯金通帳、通帳の届出印を持って、市内の金融機関、
ゆうちょ銀行でお申し込みください。

納税
通知書

● ● ● 　 　 　 ● ● ● ● ●通　帳
八戸

軽減に
ついて

低所得世帯の保険税軽減制度
均等割と平等割の税額が、世帯の所得金額により2割、5割、7割の区分で軽減されます。
ただし、無申告者がいるなど、所得が不明な世帯は軽減が適用されませんので、所得がない
場合でも、世帯主および国保加入者は必ず住民税課へ申告してください。

非自発的失業者の保険税の軽減
会社の倒産など事業主の都合により離職した人（非自発的失業者）の保険税については、算定
の際に前年の給与所得を30％分とみなして計算する軽減制度が設けられています。対象と
なるのは、雇用保険受給資格者証の交付を受けていて、①、②のどちらかに当てはまる人です。
①特定受給資格者（倒産・解雇などによる離職者）
②特定理由離職者（雇い止めなどによる離職者）

保険税を
納めないと

保険税を滞納のままにしておくと、未納期間に応じた厳しい措置がとられ、十分な国保の 
給付が受けられなくなります。

災害など特別な事情により、保険税を納められない場合には、滞納のままにせず、お早めに収納課へご相談ください。

段階②　それでも滞納が続くと…

通常の保険証の代わりに、有効
期間の短い「短期被保険者証」
が交付されます。

短期被保険者証の交付

短期被保険者証とは、通常の保険証よりも有効
期間が短い保険証です。更新の手続きを頻繁に
行う必要があります。

短
期

被
保
険
者
証

段階①　納期を過ぎると…

納期限を過ぎると督促が行わ
れ、延滞金などを徴収される
場合があります。

督促が行われます

督
促
状

段階③　納期限から1年を過ぎると…
資格証明書の交付
保険証を返してもらい、代わりに

「被保険者資格証明書」が交付
されます。
医療費はいったん全額自己負担
となります。

段階④　納期限から1年6か月が過ぎると…

国保の給付が全部、または一部
差し止めになります。
国保の給付とは、国保から支給さ
れる療養費、高額療養費、出産一
時金、葬祭費などのことです。

給付の差し止め
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 病気の予防、早期発見・
早期治療のため、特定
健診・特定保健指導や
人間ドックを実施し
ています。

診療報酬明細書（レセ
プト）の内容を点検し、
適正な請求が行われ
ているか確認してい
ます。

医療機関への受診方法
についてのアドバイス
や栄養に関する相談な
どの訪問指導を実施し
ています。
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医療費の現状
八戸市の国保の現状

高齢化や医療技術の高度化により、日本の医療費は増加傾向にあります。市国保の26年度
総医療費は約209億1,245万円で、1人当たりの医療費は約32万9千円となっており、総医
療費は25年度より減少したものの、1人当たりの医療費は増加傾向にあります。
一方、国保加入者数（被保険者数）は年々減少しており、22年度7万1,122人であった被保
険者数は26年度には6万5,253人に減少しています。
このような状況により、市国保の財政運営は、年々厳しさを増しています。

市国保1人当たり医療費と国保加入者数の推移

医療費を抑えるため、市では、次のような事に取り組んでいます

市国保の年度別
総医療費

H22年 215億円
H23年 216億円
H24年 214億円
H25年 216億円
H26年 209億円

病気別に見た
医療費の割合

16.7%

15.7%

13.2%
11.7%

7.5%

7.4%

5.8%
5.1%
4.3%4.3%

12.5%

その他

神経系の疾患

損傷、中毒および
その他の外因の
影響

内分泌、栄養
および代謝疾患

筋骨格系および
結合組織の疾患

尿路性器系の
疾患

新生物

循環器系の
疾患

精神および
行動の障がい

消化器系の
疾患

26年5月診療分
13億6,680万円

市国保の26年5月診療分の医療費を病気別で見ると、「高血圧や心臓病、脳卒中などの循環
器系の疾患」や「がんなどの新生物」が医療費の多くを占めています。
自分の健康を守るうえで、健診や適切な医療を受けることは非常に大切なことです。早期
発見・早期治療を心がけましょう。

病気別に見た医療費の割合
循環器系の疾患

（高血圧・心臓病・脳卒中など）
新生物（がんなど）
消化器系の疾患

（胃炎・肝疾患など）
精神および行動の障がい

（統合失調症など）
筋骨格系および結合組織の疾患

（関節症・神経痛など）
尿路性器系の疾患

（腎臓疾患など）
内分泌、栄養および代謝疾患

（糖尿病など）
神経系の疾患（頭痛など）
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健康のため毎日の生活の中で気を付けてみましょう

問国保年金課
　国保の加入・喪失などについて	 Ｔ43-9487
　保険税の内容・軽減制度について	 Ｔ43-9384　Ｆ44-9106
問収納課　納税相談について		 Ｔ43-9173〜9174　Ｆ47-0753

バランスのよい食生活と適度な運動
病気になる前に、予防をすることが最高の治療法かつ医療費の節約法です。健康を維持するためには、
バランスのよい食生活と適度な運動が効果的です。日常生活でできる改善策を実践しましょう。

特定健診・特定保健指導を受けましょう
生活習慣病を未然に防ぐため、特定健診を受けましょう。今注目されているメタボリックシン
ドローム（内臓脂肪症候群）とは、内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常といった生
活習慣病の危険因子を複数併せ持っている状態をいいます。一つ一つの異常が軽度でも、合併
することで動脈硬化が急速に進行し、心臓病や脳卒中など命にかかわる病気を引き起こします。
また、健診でメタボリックシンドロームまたはその予備群に判定された人には、特定保健指導
の案内が届きますので、医師や保健師、管理栄養士などの専門スタッフの指導を受けながら生
活習慣病の改善に取り組みましょう。

後発医薬品（ジェネリック医薬品）を上手に活用しましょう
後発医薬品とは、年数がたって新薬の特許が切れた後に、他のメーカーが製造し、新薬と成分
などが同じであるとして国が承認した医薬品のことです。
後発医薬品は安く購入できるので、医療費を節約することができます。後発医薬品を希望する
場合は、医師または薬剤師に相談してください（後発品がない場合や医師の判断により後発医
薬品に変更できないことがあります）。※20ページにも関連記事を掲載しています。

「かかりつけ医」を持ちましょう
「かかりつけ医」とは日常的な診療や健康管理などを行ってくれる身近なお医者さんのことです。
気軽に相談できるお医者さんが身近にいれば、非常に心強いものです。ぜひ、信頼できる「かか
りつけ医」を見つけましょう。

重複受診は控えましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうことになります。
また、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。

休日・夜間の受診はなるべく控えましょう
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのもので、
医療費も高く設定されています。

薬の飲み合わせに注意しましょう
薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。お薬手帳の活用などにより、既
に処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しましょう。

これらの取り組みをしてみましょう

これらのことは控えましょう


