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 ３  保険・年金・医療 

（１）国民健康保険【問合せ先 税務住民課 保険年金係☎８２－２１２２】 

 国保に加入する人  
  職場の健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度で医療を受ける人、

生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入します。 
 ①自営業の人 
 ②農業・漁業を営む人 
 ③パートやアルバイトなど、職場の健康保険に加入していない人 
 ④退職して職場の健康保険をやめた人 
 ⑤外国人登録をして１年以上、在留期間のある外国籍の人 
※こんなときには１４日以内に届出をしてください。 

届出にはマイナンバーと本人確認できるものが必要です。 

国保に加入

するとき 

届出の必要なとき 手続きに必要なもの 
・他の市町村から転入してきたとき 転出証明書、印鑑 

・職場の健康保険をやめたとき 
職場の健康保険の離脱証明

書、印鑑 
・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証明

書、印鑑 
・子供が生まれたとき 保険証、母子健康手帳、印鑑

・生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑 

・外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書 

国保をやめ

るとき 

・他の市町村に転出するとき 保険証、印鑑 
・職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の保険証、印鑑 
・職場の健康保険の被扶養者になったと

き 
国保と職場の保険証、印鑑 

・国保の被保険者が死亡したとき 
保険証、死亡を証明するもの

印鑑 

・生活保護を受けることになったとき 
保険証、保護開始決定通知

書、印鑑 

・外国籍の人がやめるとき 保険証、外国人登録証明書 

その他 

・退職者医療制度の対象になったとき 保険証、年金証書、印鑑 

・同じ町内で住所が変わったとき 
・世帯主や氏名が変わったとき 
・世帯が分かれたり、一緒になったとき 

保険証、印鑑 

・就学のため他の市町村に住むとき 保険証、在学証明書、印鑑 
・保険証をなくしたとき 
・汚れて使えなくなったとき 

身分を証明するもの、印鑑 
（使えなくなった保険証） 
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 □退職者医療制度 
平成２７年４月から、新規適用がなくなりました。ただし、平成２７年

３月までに加入した人は、６５歳になるまで、引き続き退職者医療制度で

医療を受けることができます。 
□国保で受けられる給付 
●病気やケガで受診したとき（療養の給付） 

    医療機関の窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担で診療を受け

ることができます。 
  ●国保で受けられる医療 
    診察医療措置・手術などの治療、薬や治療材料の支給、入院・看護、

訪問看護、在宅療養･看護 
●70 歳以上 75 歳未満の人は「高齢受給者証を兼ねた保険証」が交付されま

す。 
    対象となるのは 70 歳の誕生日の翌月（1 日が誕生日の人はその月）か

ら 75 歳の誕生日の前日までです。 
  ●高額療養費の支給 
    医療機関の窓口で支払った一部負担金が高額になった場合には、高額

療養費の支給が受けられます。 
  ●高額な外来診療を受ける場合 
    平成２４年４月から、医療機関等の窓口に限度額適用認定証等を提示

すれば、外来の場合でも一医療機関の窓口での支払いが限度額までとな

ります。限度額認定証は、加入する健康保険組合などに事前に申請し、

交付を受ける必要があります。申請方法、自己負担限度額等、詳しくは

ご加入の健康保険組合にご相談ください。 
  ●短期人間ドック・脳ドック助成 
    大多喜町国民健康保険では、１年以上加入している者を対象に短期人

間ドッグ及び脳ドッグの受診費用の一部を助成しています。（ただし、そ

の世帯に係る国民健康保険税の滞納がない者） 
   ※助成は年度内に１度が限度です。また同じ年度内に人間ドッグ助成と

国保が実施する特定健診の両方は受けられませんのでご注意ください。 
●高額療養費の貸付 

    国民健康保険加入者で、高額療養費の支払いが困難な世帯に、その支

払いに必要な資金の貸付を行います。（ただし、その世帯に係る国民健康

保険税の滞納がない者） 
【問合せ 税務住民課 保険年金係 ☎８２－２１２２】 
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（２）介護保険  

【問合せ先 健康福祉課 介護保険係 ☎８２－２１６８】 
  □介護保険のしくみ 
    介護保険は 40歳から 64歳までの第 2号被保険者の方や 65歳以上の第

1 号被保険者の方に納めていただく介護保険料と国・県・市町村の公費負

担を財源として、介護が必要な高齢者に介護サービスを提供し、利用者

とその家族を支えるしくみです。 

 
  □大多喜町地域包括支援センター 

【問合せ先 健康福祉課 介護保険係 ☎８２－２１６８】 
   地域包括支援センターでは、主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健

師等が連携をとって高齢者の方々が、住みなれた大多喜町でいつまでも健

康で自立した生活が送れるよう総合的に支援します。 

（３）後期高齢者医療保険  

【税務住民課 保険年金係 ☎８２－２１２２】 
   ７５歳以上の方若しくは６５歳以上で一定の障害のある方は、今まで加

入していた医療保険制度から後期高齢者医療保険により医療を受けること

になります。 
●被保険者 

   ７５歳（一定の障害がある６５歳）以上の人はすべて、住んでいる市町

村が加入している広域連合の運営する後期高齢者医療保険の被保険者とな

ります。 
   これまで国民健康保険の被保険者だった人はもちろん、健康保険組合や

船員保険、共済組合の被扶養者だった人もそれらの保険から離脱し、後期

高齢者医療保険の被保険者となります。 

 

（４）国民年金     【税務住民課 保険年金係 ☎８２－２１２２】 

   原則として、20 歳以上 60 歳未満のすべての人が国民年金に加入しなけ

ればなりません。これは、老後の支えに、病気やけがなどで困ったときに

備え、みんなが加入し働く世代が保険料を出し合って、年金を受ける世代

を助けるしくみとなっています。 
 □被保険者の種類 
  ●第 1 号被保険者 
    自営業者、農林漁業者、自由業者、現在厚生年金保険や各種共済組合
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に加入していない人及び厚生年金保険や各種共済組合加入者に扶養され

ていない配偶者や学生 
  ●第２号被保険者 
     厚生年金（船員保険を含む）の被保険者、各種共済組合の組合員 
  ●第３号被保険者 
     厚生年金や共済組合加入者に扶養されている配偶者 
□主な手続き 
 【加入者】 

こ ん な と き 手続きに必要なもの いつまでに

会社などに勤めていない人や学生が

20 歳になったとき 
（強制加入） 

・学生の場合は、学生であること

がわかるもの（学生証の写し） 
・年金事務所から送付される「国

民年金被保険者資格取得届書」 
・印鑑 

誕生日前日

から誕生月

末まで 

60 歳になる前に会社などを退職し

たとき（強制加入） 
・離職票など退職年月日のわかるもの 
・年金手帳 ・印鑑 

14 日以内 

加入を希望するとき（任意加入） 
・年金手帳 ・預金通帳 ･通帳の

届出印 
そのつど 

加入者が死亡したとき 

・年金手帳（死亡一時金、遺族基

礎年金、寡婦年金の請求に該当

する場合は、年金請求欄をご覧

ください。） 

14 日以内 

氏名を変えたとき ・年金手帳 14 日以内 

住所を変えたとき ・年金手帳 14 日以内 

年金手帳を汚し、又は紛失したとき

（再交付申請） 

・本人確認のできる書類（運転免

許証、旅券、写真付きの住民基本

台帳カード） 
・印鑑 

すみやかに

保険料が納められないとき 
（免除申請） 

・年金手帳  
・印鑑 
・学生の場合は学生であることが

わかるもの（学生証の写し等） 
・失業による申請の場合は、雇用

保険受給資格者証等 

そのつど 

付加保険料の納付を希望するとき 
・年金手帳 
・印鑑 

そのつど 

配偶者の被扶養者でなくなったとき

・年金手帳 ・印鑑 
・扶養からはずれた年月日のわか

るもの 
14 日以内 
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【年金請求】 

こんなとき 手続きに必要なもの いつまでに 

老齢基礎年金を受けようとす

るとき 

 ※厚生年金等の加入期間が

ある方の手続きは年金事務

所となります。 

・年金手帳 

・預金通帳 

・配偶者の年金手帳あるいは年金

証書など（この他に住民票や戸

籍謄本等が必要な場合もありま

す。） 

なるべく早く 

（65 歳の誕生

日の前日から

受付） 

障害基礎年金を受けようとす

るとき 

・年金手帳 

・戸籍謄本 

・預金通帳 

・診断書など 

なるべく早く 

遺族基礎年金を受けようとす

るとき 

・年金手帳（死亡者） 

・戸籍謄本 

・住民票関係 

・預金通帳など 

なるべく早く 

寡婦年金を受けようとすると

き 

・年金手帳（死亡者） 

・戸籍謄本 

・住民票関係 

・預金通帳など 

なるべく早く 

死亡一時金を受けようとする

とき 

・年金手帳（死亡者） 

・戸籍謄本 

・住民票関係 

・預金通帳など 

なるべく早く 

（時効 2 年） 

特別一時金を受けようとする

とき 

・年金手帳 

・障害年金等の年金証書の写など

受けようとす

るとき 

     


