
国民健康保険・後期高齢者医療特集

国 民 健 康 保 険国 民 健 康 保 険 のの 給 付給 付 のの お 知 ら せお 知 ら せ
「限度額適用認定証」 「限度額適用・標準負担額減額認定証」で窓口払いを安くしましょう
　高額な外来診療を受けるときや入院するときなどに、限度額適用等認定証（以下「認定証」）を医療
機関の窓口に提示することで、１カ月の医療費の自己負担が世帯の所得などで決められた限度額まで
で済みます。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代の負担を軽くすることができます。認定
証を医療機関に提示しないと減額されませんので、必要な方は申請してください。
◆ 70歳未満の方　※全ての区分において、認定証の申請が必要です。

所得
自己負担限度額（ひと月あたり）※１ 認定証

の申請区分 ３カ月目まで ４カ月目以降※２

９０１万円を超える ア ２５２，６００円
＋（総医療費－８４２，０００円）×１％ １４０，１００円 〇

６００万円を超え
９０１万円以下 イ １６７，４００円

＋（総医療費－５５８，０００円）×１％ ９３，０００円 〇

２１０万円を超え
６００万円以下 ウ ８０，１００円

＋（総医療費－２６７，０００円）×１％ ４４，４００円 〇

２１０万円以下 エ ５７，６００円 ４４，４００円 〇
住民税非課税世帯 オ ３５，４００円 ２４，６００円 〇

◆ 70歳以上 75歳未満の方

所得区分
自己負担限度額（ひと月あたり）※１ 認定証

の申請外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）
現役並み所得者Ⅲ

（課税所得６９０万円以上）
２５２，６００円＋（総医療費－８４２，０００円）×１％

（４カ月目以降：１４０，１００円）※２ 不要

現役並み所得者Ⅱ
（課税所得３８０万円以上）

１６７，４００円＋（総医療費－５５８，０００円）×１％
（４カ月目以降：９３，０００円）※２ 〇

現役並み所得者Ⅰ
（課税所得１４５万円以上）

８０，１００円＋（総医療費－２６７，０００円）×１％
（４カ月目以降：４４，４００円）※２ 〇

一般 １８，０００円
（年間限度額：１４４，０００円）

５７，６００円
（４カ月目以降：４４，４００円）※２ 不要

低所得者Ⅱ
（住民税非課税世帯） ８，０００円 ２４，６００円 〇

低所得者Ⅰ
（非課税かつ所得が一定額未満） ８，０００円 １５，０００円 〇

※�「現役並み所得者Ⅲ」及び「一般」区分の方は保険証と高齢受給者証（８月か
らは保険証兼高齢受給者証）を提示すれば、認定証の申請は不要です。

※１　保険外診療（健康診断、予防接種、入院時の食事代や部屋代など）の費用は計算対象外となります。
※２　過去 12カ月に高額療養費の該当が３カ月以上あったとき、４カ月目から限度額が引き下げられます。

◆入院したときの食事代
区��������分 一食あたり

住民税課税世帯 ４６０円

住民税
非課税世帯

過去１２カ月の入院が９０日以下 ２１０円
過去１２カ月の入院が９１日以上�※３ １６０円
低所得者Ⅰ １００円

※3　�過去12カ月の間（区分オ・低所得Ⅱの認定を受けている期間に限る）で入院日数が90日を超え
た場合、食事代の更なる減額を受けることができます。申請方法についてはお問い合わせください。

申請に必要なもの　
●対象の方の国民健康保険証　●来庁する方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
●対象の方と世帯主のマイナンバーが確認できるもの（マイナンバーカードなど）
※別世帯の方が手続きされる場合は、委任状が必要になります。
申請窓口　市保険年金課、唐桑・本吉総合支所市民生活課、大島・階上出張所（受付のみ）
問保険年金課�医療給付係�☎ 22-6600 内線 376・377・389
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国民健康保険「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新時期です

昨年度から更新申請のご案内は送付していません
　現在交付している認定証の有効期限は令和３年７月 31日までです。
　昨年度から、更新手続きの個別案内については、送付していませんので、入院中
などで８月以降も引き続き認定証が必要な方は、申請してください（更新申請の受
付は、７月１日（木）からできます）。
　また、新型コロナウイルス感染予防の観点から、郵送での申請にご協力ください。ご連絡をい
ただいた方には、申請書を送付いたします。市の公式サイトからも申請書をダウンロードできます。
　なお、７月 16日（金）までは申請受付のみとし、新しい認定証については、７月下旬の郵送
としますのでご了承願います（７月 19日（月）以降は随時交付できます）。
※�国保税に滞納がある場合は、納税相談後の認定証交付となる場合があります。また、世帯の中に住民税が未申告
の方がいると正しい区分で判定できませんので、ご注意ください。

問保険年金課�医療給付係�☎ 22-6600 内線 376・377・389

国民健康保険証を一斉更新します
　国民健康保険被保険者証（保険証）の一斉更新に伴い、８月１日からお使いいただく保険証を簡易
書留郵便で送付します。８月以降に医療機関を受診する際は、新しい保険証を窓口に提示してください。
　なお、社会保険などに加入している方に保険証が届いた場合には、国保脱退の手続きが必要ですので、
現在加入している保険証を窓口にお持ちください。
問保険年金課�保険係�☎ 22-6600 内線 371・372・373

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給適用期間を延長します
　国民健康保険または後期高齢者医療に加入している被用者（給与等の支払いを受けている方）が、
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のために仕事
を休み、給与等の全部または一部を受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給しています。　　
　今回、支給適用期間を令和３年９月 30日まで延長します。
※支給期間の要件や、事業主の証明、医師の意見書など必要な書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

市公式サイト

国民健康保険証と高齢受給者証を一体化します
　これまで、70歳から 74歳の加入者には、保険証と併せて一部負担金の割合※を記載した「高齢受
給者証」を交付していましたが、令和３年８月の保険証一斉更新からは、利便性向上のため、保険証
と高齢受給者証を一体化した「保険証兼高齢受給者証」を交付します。
※ �70 歳から 74歳までの方の一部負担金の割合は、所得区分が一般および低所得者（住民税非課税世帯）に該当する
方は２割負担、現役並み所得に該当する方は３割負担となります。

平成＊＊ ＊＊ ＊＊

平成＊＊ ＊＊ ＊＊

み気 A000000

宮城県気仙沼市八日町一丁目
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平成＊＊年＊＊月＊＊日 女

令和＊＊年＊＊月＊＊日 負担割合＊割

令和＊＊年＊＊月＊＊日

気仙沼 太郎

気仙沼 花子

宮城県気仙沼市八日町一丁目１番１号 見 本

兼高齢受給者証

令和＊＊年＊＊月＊＊日
発行期日 令和＊＊年＊＊月＊＊日

み気 A000000 （枝番）＊＊

令和３年８月１日から
１枚になります。

問保険年金課�保険係�☎ 22-6600 内線 371・372・373

問保険年金課�☎ 22-6600（国民健康保険）医療給付係　内線 376・377・389
� （後期高齢者医療）��保険係　内線 378
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★�個人所得課税の見直し（給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等）に伴い、
国民健康保険税の負担水準に関して現行と同水準にするため、軽減判定所得基準を変更しました。
　７割軽減　33万円以下� � �43万円
	 	 ＋ 10万円×（給与所得者等の人数－1）以下
　５割軽減　33万円＋（被保険者数×28.5万円）以下� �43万円＋（被保険者数×28.5万円）
	 	 ＋ 10万円×（給与所得者等の人数－1）以下
　２割軽減　33万円＋（被保険者数×52万円）以下� � �43万円＋（被保険者数×52万円）
	 	 ＋ 10万円×（給与所得者等の人数－1）以下

昨年度からの変更点

令和３年度　国民健康保険税を決定しました
　令和３年度国民健康保
険税は、所得割税率・均
等割額・平等割額ともに
昨年度と変更ありません。
　なお、地方税法等の改
正に伴い、軽減判定所得
基準を変更しました。

令和３年度　後期高齢者医療保険料を決定しました
　令和２年中の所得の確定に伴い、令和３年度の後期高齢者医療保険料が決定しました。
　７月中旬に保険料額決定通知書をお送りしますので、ご確認ください。
　　※ 6月に加入された方は 8月に、７月に加入される方は９月にお送りします。
　　①　オレンジ色の封筒で通知書をお送りします。
　　②　保険料の納め方を必ず確認してください。
　　③　納付書で納める方には納付書も同封します。納め忘れのないようにお願いします。
　問保険年金課�保険係�☎ 22-6600 内線 371・372・373（国保）、378・379（後期）

通知書は、７月中旬に世帯主（納税義務者）あてに郵送します。

　６月 18日現在、市の「国保に加入中の世帯」、ま
たは「４月以降に国保に加入していた世帯」です。
　なお、６月 19日以降の加入や脱退の届出による
税額決定・変更通知書は、８月中旬に郵送します。

通知の
対象世帯は

　保険税は、「医療分保険税」、「後期高齢者支援金分保険税」、「介護分保険税」をそれぞれ算定し、合
算した額が年間保険税額となります。「介護分保険税」は40歳以上65歳未満の加入者のみ算定します。

（※１）　課税総所得	＝	前年の総所得金額等（※２）－	基礎控除額	最大 43万円
（※２）　�総所得金額等とは、総所得金額・山林所得金額・分離（長期、短期）譲渡所得金額・株式等に係る譲渡所得金額・

先物取引に係る雑所得金額等の金額の合計額です。

医療分保険税
限度額：63万円

後期高齢者支援金分保険税
限度額：19万円

介護分保険税
限度額：17万円

6.50％

2.20％

2.20％

所得割額
課税総所得（※ 1）×

24,000 円

7,000 円

8,000 円

均等割額
加入者 1人あたり

17,000 円

6,200 円

4,800 円

平等割額
1 世帯あたり

＝

＝

＝

＋

＋

＋

＋

＋

＋

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料国民健康保険税・後期高齢者医療保険料ののお知らせお知らせ

市公式サイト
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国民健康保険・後期高齢者医療特集

８月１日以降に医療機関等を受診する際は、
必ず、新しいオレンジ色の保険証を受付窓口に提示してください
★新しい保険証は、「オレンジ色」です。８月１日からご使用いただけます。
　�　保険証の自己負担割合（１割または３割）が変わる場合があります。保険証が届きましたら、
確認してください。
★昨年度の保険証は返却不要です。
　�　新しい保険証が届きましたら、有効期限が令和３年７月 31日までの古い緑色の保険証は、８
月１日以降、ご自身で個人情報が見えないように破棄してください。

　長期不在などの理由で、保険証を直接保険年金課の窓口で受け取りたい方は、７月５日（月）
までに、保険年金課（☎ 22-6600 内線 378）へご連絡ください。
※あらかじめご連絡いただいた方の、窓口受け取り開始は７月 20日（火）以降となります。

２２	窓口での受け取りをご希望の方は、あらかじめご連絡ください

　保険証は転送可能な簡易書留郵便で送付します。被災されたなどの理由で、住民登録地以外の
住所に送付を希望される方は、郵便局で転送届出いただきますと転送されます。
　・郵便局での転送届は１年で期限が切れますので、届出している方は期限をご確認ください。
　・�宮城県後期高齢者医療広域連合へ送付先変更の申出をしている方は、これまでどおり変更申
出先へ送付します。また、新たに送付先変更の申出をすることも可能です。

　・転送を希望しない方は、お早めに、保険年金課（☎ 22-6600 内線 378）へご相談ください。

３３	住民登録地以外へお住まいの方は、ご注意ください

１１	新しい保険証の送付期間について
７月 10日	（土）から７月 31日（土）までの間に、簡易書留郵便で送付します。
※地域によって配達される日が異なりますのでご了承ください。
※�なお、令和２年度に『限度額適用・標準負担額減額認定証』または『限度額適用認定証』をお持ちの方の新しい認定証も更新され、
保険証と一緒に郵送されます。

４４	配達時、ご不在の場合は
①不在票が配達され、８月７日（土）までは気仙沼郵便局で保管します
　希望する受取方法を、不在票を見ながら、気仙沼郵便コールセンターにお知らせください。

②８月 10日（火）以降は、保険年金課（市役所１階）で保管しています
　８月 12日（木）から保険年金課でお渡し可能です。受け取りの際は、窓口においでになる方の
本人確認書類 (写真つき官公署発行のもの１点または写真なしの官公署発行のもの２点 )をお持ち
ください。※別世帯の方がおいでになるときは、さらに委任状が必要となります。
問保険年金課�保険係�☎ 22-6600 内線 378・379　

【気仙沼郵便コールセンター】０５７０－９４３－６７４

「後期高齢者医療　被保険者証（以下 保険証保険証  ）」
令和３年度 一 斉 更 新 の お 知 ら せ一 斉 更 新 の お 知 ら せ
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国民健康保険・後期高齢者医療特集

第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）・第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）・
第３期特定健康診査等実施計画 中間評価について第３期特定健康診査等実施計画 中間評価について

　市では、健康診査・医療情報の分析に基づき、効果的かつ効率的に保健事業を推進するために、
2018年度から 2023年度までを計画期間とする計画を策定し、保健事業等を実施しています。

◎データの分析から
　健康課題に計画策定時と大きな変化は見られませんでしたが、改めて、抽出した課題を踏まえ、若
い頃からの健康意識の醸成と生活習慣病の重症化予防に取り組む必要があると再確認できました。

●一人当たり医療費
　（医科＋歯科分、ひと月当たり）

●死因別死亡率の県・国との比較

●有所見者（健診の結果が要検査、要治療などの方）の割合

●特定健康診査受診率

　保健事業の評価や、被保険者の健診結果の分析を行い、本市の特性を踏まえ
た健康課題を更に明確にするため、計画の中間評価を実施しました

24,000 円 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度
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18.3％18.3％ 13.1％13.1％ 38.7％38.7％6.0％6.0％

悪性新生物（腫瘍） 心疾患 脳血管疾患 肺炎 その他

【肥満（BMI 25 以上 )】 【血糖値】 【血圧値】
32.0％

30.0％

28.0％

26.0％

24.0％

22.0％

20.0％
県平均 気仙沼市

30.3％30.3％ 31.0％31.0％
有所見者
74.3％

有所見者
74.3％

有所見者
59.3％

有所見者
59.3％

非有所見者
25.7％
非有所見者
25.7％ 非有所見者

40.7％
非有所見者
40.7％

70～74歳 50.1％
47.4％

41.7％

40～44歳

45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳

35.9％35.9％
29.6％29.6％

26.2％26.2％
25.8％25.8％

特に、40 歳代の方の特定
健診受診率が低いです。
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◎目標の見直しを行いました
　全体の目標として「生活習慣病の重症化予防」と「医療費の適正化」を掲げ、これらに取り組むこ
とで健康寿命を延ばし豊かな人生を送ることを目指します。
　なお、実施する保健事業の方向性は変更ありませんが、データヘルス計画の最終目標へ向けて次の
とおり中長期的目標及び短期的目標についても見直しを行いました。

★本市の現状と今後の方向性
【見直し後】

★全体の目標（目指すところ）
医療費
　高齢化及び医療の高度化等により年々上
昇しています。安定した財政運営を維持す
るため、医療費の適正化を図る必要があり
ます。

健康寿命を延ばし豊かな人生を送ること
・生活習慣病の重症化予防
・医療費の適正化

死因別死亡率
　「心疾患」、「脳血管疾患」の割合が、県・
国に比べ高くなっています。

特定健康診査受診率
　継続的な特定健康診査の受診率の向上対
策が必要です。若い年代に対して、健診の継
続受診の必要性の啓発や、生活習慣を見直す
きっかけづくりに取り組むことが必要です。

有所見者
　生活習慣病は、生活習慣の改善により重
症化予防が可能なことから、人工透析や脳
血管疾患・虚血性心疾患等の重症化疾患の
基礎疾患である糖尿病、高血圧症、脂質異
常症の予防・意識の啓発や重症化予防の取
組を引き続き行う必要があります。

★中長期的な目標

・40歳代の特定健康診査受診率の向上

・�脳血管疾患・心疾患の有病者割合及び人
工透析の新規患者数の減少

・�メタボリックシンドローム該当者及び予
備群の割合の減少

★短期的な目標

・特定健康診査の継続的な受診者の増加

・�健診受診者のうち、高血圧・高血糖の要
医療該当者の医療機関受診率の向上

・�メタボリックシンドローム判定項目数値
改善者の増加

特定健康診査実施中です！
特定健康診査は…
　40歳から 75歳未満の方を対象とした、心筋梗塞や脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の発症や
重症化などの予防を目的に、発症の前兆となるメタボリックシンドローム（メタボ）に着目した
健診です。
・集団健診（健診車）　５月 26日（水）～７月 21日（水）
・個別健診（医療機関）12月 24日（金）まで
　費用：課税世帯　1,000 円　非課税世帯　無料
　詳しくは、お問い合わせください。
問健康増進課�健康予防係�☎ 21-1212

問保険年金課�医療給付係�☎ 22-6600 内線 376

年に一度は、健診を受けて、ご自身の体の状況をチェックしましょう！
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