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令和４年（2022年）6月1日（水曜日） No.１５０３区のおしらせ 6 月 1 日号

　令和４年度国民健康保険料の納入
通知書を６月中旬に全加入世帯へ郵
送します。
　保険料は、確定した令和３年中の
所得を基に計算します（別表１のと
おり）。
均等割額軽減制度
　世帯の所得が一定以下の場合、ま
たは国保に加入している未就学児が
いる場合、保険料の均等割額が軽減
されます（別表２のとおり）。
納付方法
　保険料の支払いは、６月から翌年
３月までの10回割です。
　通知書には、各月納期分の納付書
と、１年間分の全納用納付書を付け
ています。一括で納付できる方は、
ご協力ください。
◎ コンビニエンスストアでも納付で
きます。
納付方法が年金からの天引きの方
　２カ月に一度の年金受給月に保険
料を天引きします。対象は、次の条
件を全て満たす世帯です。
・世帯主が国保被保険者
・世帯全員が65歳～74歳
・ 世帯主が年間18万円以上の年金を
受給し、国民健康保険料と介護保

険料の合算額が年金受給額の２分
の１以下
口座振替による納付方法への変更
　年金からの天引きとなる世帯も、
申請により口座振替による納付に変
更することができます。
会社などの健康保険に加入していた
方の旧被扶養者への保険料負担軽減
措置
　会社などの健康保険に加入してい
た方が後期高齢者医療制度に移行す
ることに伴い、その方の扶養となっ
ていた方（旧被扶養者）が新たに国民
健康保険へ加入された場合には、申
請により保険料の所得割額を免除し、
均等割額を資格取得月以後２年を経
過する月まで半額にする減免措置が
あります。
◎65歳以上の方に限ります。
所得申告
　一定の所得以下の世帯では、保険
料が減額になる場合もありますので、
世帯の中で令和３年中の所得の申告
をしていない方がいる場合は、収入
の有無にかかわらず、お早めに所得
の申告をしてください。
逢保険年金課資格係
　☎（３５４６）５３６２

　令和４年４月以降に賦課された保
険料を納期限後に納付した場合は、
納期限の翌日から納付までの日数に
応じた延滞金が保険料額に加算され
ます。保険料は必ず納期限までに納
めましょう。
保険料（普通徴収）の納め方
　年金からの天引き（特別徴収）以外
の方は原則、口座振替になります。
口座登録がまだの方は、早めに口座

登録をお願いします。ただし、下記
の事情で口座振替ができない場合は、
納付書でお支払いをお願いします。
・ 納期限を過ぎた保険料を納付する
とき
・預金口座を保有していないとき
・ 口座振替の開始手続きが完了する
以前の納期分の保険料を納付する
とき
保険料を滞納している場合

　区では国民健康保険に加入してい
る方を対象に、健康寿命の延伸や生
活習慣病重症化予防対策として、レ
セプト（診療報酬明細書）データと特
定健診結果などを分析し、健康に関
わる保健事業を実施しています。
◎ 委託先の保健師などから電話で参
加の案内、受診の確認などの連絡
をする場合があります。
生活習慣病治療中断者および健診異

常値放置者受診勧奨事業
　生活習慣病の受診歴がある方で治
療中断が確認された対象の方には７
月に、健診結果に基準値を超える数
値があった方で医療機関未受診の方
には７月と９月に受診勧奨の案内を
郵送します。
糖尿病性腎症重症化予防事業
　糖尿病で医療機関へ通院中の方に
対し、保健師、管理栄養士などの専

　交通事故や傷害事件など、第三者
（加害者）から受けたけがの治療費は、
原則として加害者が負担すべきもの
です。しかし、加害者がすぐに治療
費を払えないなど、やむを得ない場
合は、区に届け出（第三者行為による
傷病届）を行うと国民健康保険証を
使って治療を受けることができます。
　国民健康保険証を使ったときは、
治療費から一部負担金を除いた額を、
国民健康保険が加害者の代わりに医

　この通知は、処方された先発医薬
品をジェネリック医薬品に切り替え
た場合の薬代が軽減される見込み額
をお知らせするものです。ジェネリ
ック医薬品を使うことで、医療の質
を落とすことなく、皆さんの薬代の
負担を軽くするとともに、後期高齢
者医療広域連合が負担する医療給付

・督促状および催告書を送付
・電話で未納をお知らせ
・職員の直接訪問
・延滞金の加算
・保険給付を制限
・ 財産調査と差し押さえ（預貯金、
生命保険、不動産など）の実施
　国民健康保険・後期高齢者医療保
険事業は、皆さんが納めていただく
保険料が一部財源となっており、保
険料を滞納すると、すでに完納され
た大多数の加入者との公平性を欠き、
医療費の支払いに大きな支障をきた
すことになります。一方、介護保険

事業は、40歳以上の皆さんで、介護
が必要な方を支え合う制度となって
います。保険料を納めない状態が続
くと、滞納期間に応じて保険給付を
制限する措置が取られます。その結
果、介護が必要になったときに、ご
自身やご家族の金銭的負担が増大す
る場合があります。
◎ 保険料は納期限内に完納されるよ
うにお願いします。保険料の納付
が困難な場合は、そのままにせず
早めにご相談ください。

逢保険年金課収納係
　（３５４６）５３６５

門職が糖尿病の重症化を予防するた
めの相談支援を行います。６月に対
象の方へ郵送でご案内します。
受診行動適正化指導事業（訪問健康
相談）
　１カ月に多数の医療機関を受診し
ている方、同じお薬を複数の医療機
関からもらっている方に対し、医療
機関のかかり方などについて、保健
師などの専門職が相談や助言を行い
ます。６月に対象の方へ郵送でご案
内します。
逢保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６１

　令和４年４月分（６月15日支払分）か
らの年金額は、法律の規定により、
令和３年度から0.4％の減額となりま
す。
　令和４年６月15日（水）の支払いに
向けて、令和４年６月初旬より、順
次日本年金機構から通知書を送付し
ます。
逢 中央年金事務所お客様相談室
　☎（３５４３）１４１１（代表）
　音声案内①→②

令和４年度 国民健康保険料納入通知書の送付

中央区国民健康保険
「データヘルス計画」保健事業

別表２　
以下に該当する場合、保険料の均等割額が軽減になります。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が
430,000円＋（給与所得者等の数－1）×100,000円以下 7割

世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が
430,000円＋（給与所得者等の数－1）×100,000円
＋（285,000円×被保険者数）以下

5割

世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が
430,000円＋（給与所得者等の数－1）×100,000円
＋（520,000円×被保険者数）以下

2割

◎加入者には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方を含みます。
◎ 軽減判定は、令和4年4月1日（令和4年4月2日以降に新規加入した世帯は、資格取得日）時点の
世帯状況により行います。
◎給与所得者等とは、世帯内の給与所得者および公的年金所得者を指します。
◎給与所得者とは、給与などの収入金額が550,000円を超える方を指します。
◎ 公的年金所得者とは、年齢65歳未満で当該公的年金の金額が600,000円を超える方または年
齢65歳以上で当該公的年金の金額が1,100,000円を超える方を指します。
◎ 国保に加入している未就学児の保険料の均等割額について2分の1が減額されます(未就学児均
等割額減額後の保険料額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が保険料額となります)。
　 なお、上記の所得に応じた保険料均等割額の軽減が適用される場合は、軽減適用後の金額に
ついて2分の1に減額されます。

◎ 賦課のもととなる所得金額とは、前年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、基礎控除430,000円を控除した額(雑損失の繰越控除は適用
しません）を指します。

別表1　
 基礎分保険料（加入者全員の方が納める保険料）

限度額は
世帯で
650,000円

均等割額  1人当たり 42,100円×加入者数
＋

所得割額  加入者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0716

 後期高齢者支援金分保険料（加入者全員の方が納める保険料)
限度額は
世帯で
200,000円

均等割額  1人当たり 13,200円×加入者数
＋

所得割額  加入者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0228

 介護分保険料（40～64歳の方が納める保険料）
限度額は
世帯で
170,000円

均等割額  1人当たり 16,600円×第2号被保険者数（※）
＋

所得割額  第2号被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0198
（※）第2号被保険者：40～64歳の方
なお、65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めていただきま
す。
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国民健康保険料・介護保険料・
後期高齢者医療保険料は納期限内に納付を

国民年金の年金額

費も低く抑えることができます。皆
さんのご理解・ご協力をお願いします。
対　象
・ 主に生活習慣病などの医薬品が処
方されている方

・ 薬代が一定額以上軽減されると見
込まれる方

◎ 通知は６月下旬以降に送付します。
◎ 通知の受け取り後に特に手続きは
必要ありません。

◎ ジェネリック医薬品を使うときは、
医師や薬剤師にご相談ください。

逢保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６１

後期高齢者医療制度
加入者へのジェネリック
医薬品差額通知の送付

療機関などへ立て替えて支払い、後
日加害者に立て替えた分を請求します。
　なお、次のようなときは、国民健
康保険証は使えません。
・ 加害者から既に治療費を受け取っ
た、または示談を済ませたとき
・業務中や通勤中の事故のとき
・ 被害者が飲酒運転や無免許運転な
どの違法行為をしていたとき
逢保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６０

交通事故で国民健康保険を使うときには
必ず届け出を


