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医 療 保 険 加 入 状 況
総 世 帯 数
総　 人　 口

17,556世帯
46,732人

国民健康保険
加　 入　 者

  6,322世帯 (36.01%)
  9,675人 (20.70%)

後期高齢者
医療加入者   9,570人 (20.48%)

※（　）内は総世帯数・総人口に占める割合（令和元年１２月末現在）
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加入の届出が遅れると・・・
● 国保加入の届出が遅れた場合でも、資格を得た
月（職場の健康保険をやめた月）までさかのぼっ
て国民健康保険税を納めなければなりません。

● 保険証がないため、その間の医療費は一旦全
額自己負担になります。（後日、国保の加入期
間においての診療分の領収書を持参して申請
すれば、保険者負担分が払い戻しできます。）

やめる届出が遅れると・・・
● 返納しなければならない国保の保険証を使っ
て医療を受けてしまうと、国保が負担した医療
費を後日返納していただくことになります。

● 他の健康保険に加入しても、国保を脱退する届
出をしないと国保の資格が加入のままになり、
国民健康保険税と会社の健康保険料を二重に
支払ってしまうことがあります。

問い合わせ先 市民課　保険年金担当　☎74－8061

保険の資格が変わったら届出を
　就職や退職などによる国民健康保険（以下、国保）の加入や脱退は、資格が変わったらできるだけ
早めに届出をしてください。詳しくは市民課（℡０７６６－７４－８０６１）へお問合せください。
家族が代理で届出を行うこともできます。
※窓口へこられる届出人の本人確認書類（運転免許証、マイナンバー（個人番号）カード等）をご持参ください。

国保加入の手続きは、先の社会保険等の資格喪失日後に届出をお願いします。

※１　すでに学生用の保険証（○学被保険者証）を交付している学生が卒業した場合
　学校を卒業されている場合には○学非該当届が必要です。下記に記載してあります書類を持参のうえ、
手続きをお願いします。
　・印鑑　・○学国民健康保険証
　なお、就学を終えても住民票が他市町村にある場合は、現住所地での国保加入の手続きが必要になり
ます。市民課で被保険者期間を証明する「被保険者加入証明書」を交付しますので、お申し出ください。

こ ん な と き 届出に必要なもの

国保の
加　入

職場の健康保険をやめたとき 印鑑、職場の健康保険の資格喪失証明書
※（旧保険証の記号番号や喪失年月日が記載）

家族の健康保険の被扶養者でなくなった
とき

印鑑、職場の健康保険の資格喪失証明書
※（旧保険証の記号番号や喪失年月日が記載）

転入してきたとき 印鑑、転入前の市区町村の転出証明書

職場の健康保険の任意継続期間が
満了したとき

印鑑、任意継続の保険証
（任意継続が満了した証明書）

国保の
脱　退

職場の健康保険に入ったとき 印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証
（職場の保険証が未交付の場合は、加入日等が
　確認できる証明書）職場の健康保険の被扶養者になったとき

転出するとき 印鑑、国保の保険証

その他

印鑑、国保の保険証

修学のため、転出するとき
（転出すると氷見市での国保の資格が喪失します
  ので、継続するための手続きが必要です。）

印鑑、国保の保険証、〈在学証明書、学生証、
入学通知書のうちいずれか１点〉
転出手続きの際に必ずお申し出ください。

学生保険証交付済みの方が卒業した場合 下記※１

住所、氏名、世帯主が変わったとき

この広報紙は森林資源保護のため再生紙を使用しています。

印
刷

　株
式
会
社 

ア
ヤ
ト

氷見市民健康大学祭＆氷見市未病対策事業

　災害など特別な理由で生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが
困難となった世帯が、申請することで、医療費の減免や徴収猶予を受けること
ができる制度です。
　減免等の期間は３～６か月間となります。実収入月額や預貯金の判定基準
などの詳細な条件は市民課までお問い合わせ下さい。

国民健康保険
一部負担金

（窓口での
一部負担金

）

減免等制度
をご利用くだ

さい
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健康づくりボランティア健康づくりボランティア

　小学生からお年寄りまで、幅広い世代が集まり、
ハッピータウンから朝日山公園までウォーキングを
しました。

　ポールの使い方や効果を教わり、海岸通りのコー
スを歩きました。

　1年に一度、地区
の皆さんの健康
チェック（血圧・体
重・ＢＭＩ）簡単体力
測定、健康体操な
どを行っています。

　講師を招いて、
ウェーブストレッ
チリングを使っ
て、固くなった体
をほぐしました。

　ひめトレポールを使って「骨盤底筋」を鍛え、背筋
＆お腹すっきり！背筋の伸びを体感しました。

母子保健推進員（42人）食生活改善推進員（353人）

　乳幼児から高齢者を対象に料理教室を実施し、
健康的な食生活をすすめています。料理教室では、
みそ汁の塩分測定なども行っています。

　健康教室やウォーキング教室、高齢者レクリ
エーション教室を各地区で開催し、健康づくりの
輪を広げています。

　がん検診の受診を勧めたり、健康教室を開催し、
がんの予防を推進する活動をしています。

氷見高校で調理実習を
しました。若い人たちと
料理をするのは新鮮！

　「健康づくりボランティア」は氷見市から
委嘱されているボランティアで、４つの団体
から構成されています。各団体がそれぞれの
得意分野を生かし協力しながら、地域に健康
づくりの意識を高める活動を行っています。

（　）は平成３１年４月１日現在の人数です

ヘルスボランティア（304人） がん対策推進員（283人）

第2次氷見市ヘルスプラン21
マスコットキャラクター
けんちゃん・こうちゃん

妊婦さんに育児について
伝え、相談にのっています。

地区の教室で参加者に
運動の大切さをお伝え
しています。

スーパー等でがん検診の
受診を呼びかけました。

自分のできる範囲で
いいみたい！

　笑いヨガを体験。
「やったー！」「イェー
イ！」等と声を出し
ながら体を動かす
と自然に笑顔があ
ふれました。

　子育てサークル「じゅ
んちょきっず」のみんな
で幼児食の栄養バラン
スについて学びました。
おにぎりやスープの試
食をしました。

　野菜をたくさん取り入れた
減塩メニューを、地域の方と
一緒に作りました。

普段使わない
筋肉が伸びるわ～

朝だから
すずしい！

これから野菜をたくさん
摂るように心がけます！

だしを取り、具をたくさん入れ
ると、薄味でもおいしいね！

背筋が伸びて
気持ちが
いいわ～

家でも続けて
みよう！

ウェーブストレッチリング

ひめトレポール

海がきれいに
見えるね

体力落ちたかな～

なかなかキツイです！

簡単に作れそう！
やってみたい！

モグモグおいしいね

ポールを使うのは
初めてやけど、
歩きやすいね！

背筋が
シャキッとするわ～

健康的でおいしい
料理のレシピを
紹介します。 健やか親子21全

国大会（母子保健
家族計画）におい
て、氷見市母子保
健推進員協議会
が厚生労働大臣
表彰を受けました。

家庭でできる簡単な
体操をみんなで体験
しました。

がん検診を受けましょう。
がんは早期発見・早期治
療が大切です。

　乳幼児のいる家庭へ
の声かけ訪問や、健康教
室のお手伝いなどの活
動をして、子育て中のマ
マをサポートしています。

ハハハ！
イェーイ！

やったー！
やったー！

　氷見市で行う「健康づくりボランティア養成講座」を受講し、健康づくりボランティアとして活動していただける
方を募集しています。あなたの参加をおまちしております！（詳しくは、広報ひみ３月号をご覧ください。）

自分や家族の健康を見直すきっかけにもなります。
問い合わせ先　健康課　☎７４－8414

あなたも仲間にはいりませんか？ 
あなたの力が必要です！

－ 健康づくりボランティア募集中です －
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　氷見市民健康大学祭が9月23日（月・祝）に、氷見市いきいき元気館で第
２３回こどもまつり、氷見市未病対策事業と同時開催されました。親子で行う
運動教室や、料理教室、筋肉量や肌年齢のチェック体験、手軽に野菜がとれる
料理の試食など子どもから大人まで楽しみながら体験しました。

氷見きときと健康ポイントに参加しませんか？
　氷見市では、健康寿命の延伸を目的にポイント制度を実施しています。対象
とする取り組みに参加されるとポイントを交付しています。100 ポイントを貯め
ると『ひみキトキト商品券（1,000 円分）』と交換できます。ぜひ、ご参加ください。

対象者 20歳以上の氷見市民の方

ポイント交付事業

・スポーツイベント
・地域での健康教室　等　

ポイント交付場所：対象の取り組み会場

・特定健診,がん検診
・各種予防接種　　　等

ポイント交付場所：市民課（市役所内）または健康
課（いきいき元気館内）※健診結果、健診内容がわ
かる領収証などをお持ちの上、お越しください。

ポイントカード
配布場所

対象の取り組みに初めて参加された会場で配布します。
市民課、福祉介護課（市役所内）、健康課（いきいき元気館内）でも配布しています。

ポイント交換方法
100ポイント貯めたカード、本人の印鑑、免許証等（本人が確認できる証明書）を健
康課（いきいき元気館内）までお持ちください。
※本人以外が交換に来られる際は委任状が必要です。（詳しくは健康課まで）

問い合わせ先：健康課　☎７４－８４１４

★親子でふれあい運動教室 ★おやこの料理教室
　簡単朝ごはんレシピで、
子どもたちは積極的に調理
に参加できました。

　富山福祉短期大学幼児教育学科准教授小
川耕平先生指導のもと、親子で楽しく体を動
かしました。

★野菜料理の試食
★機器測定コーナー
　•血液サラサラチェック
　•体組成測定
　•お肌チェック
　血液サラサラチェックは予約
でいっぱいになるほどの人気で
した。自分の身体の状態を知る
良い機会となりました。

　ウォーキングや料理教室、
レクリエーションなど、
健康づくりボランティアの
活動を紹介しました。

★地域での
　健康づくり
　活動紹介　・じゃことコーンのご飯

　・野菜もとれるケークサレ

野菜レシピ集を
配布しました！

子どもと一緒に
体を動かすのも
大事だね

パンに具材を
詰めるよ
おいしくなあれ～

氷見市民健康大学祭が開催されました
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こどもまつりでヘルスコミュニケーションブック
（健康の通信簿）作成コーナーを設置しました
	 	

問い合わせ先：健康課　☎７４－８４１４

　ポスター及びチラシは、健康になりたいけど、何をすればよいかわかっていない人に向けて、「なん
だぁ～、こんなことでいいんだ！（ならできるかも）」という内容で、健康づくりの実践を呼び掛けます。

　運動、栄養についての体験や正しい知識にふれ、生活習慣について
親子で考えるきっかけとしました。

　氷見市では、病気になってから行動するのではなく、未病（病気ではないが健康でもない状態）の段階
から、より健康に近づけるという考え方で、健康寿命の延伸を目指し、未病対策事業を実施しています。
　平成30年度から、行政と関係団体と民間が連携して「氷見市健康まちづくり実行委員会」を設立し、
「健康になりたいけど、何をすればよいかわかっていない人」をターゲットに生活習慣を見直し、改善に取り
組むための活動を行っています。

◉ 野菜あてゲームが楽しかった
◉ 健康になれるよう、日々気をつけたい
◉ このようなブースがもっといろんなところにあると良い！

栄養・食生活 身体活動・運動 休養・睡眠

伝えたいこと▶
食事の彩りを楽しむことは、栄養バラ
ンスの良い食生活につながります。

伝えたいこと▶
子どもと遊んだり、旅行をする
ことも運動になります。

伝えたいこと▶
自然とふれあったり深呼吸をすること
は、心身の疲労回復に役立ちます。

未病対策普及啓発ポスターとチラシを制作しました

氷見市未病対策事業　～大切なひみも、大事なきみも、元気に。～

参加者の声

〈内容〉  体力測定（筋力、柔軟性、バランス力）
  健康○×クイズ
  生活習慣チェック
  野菜あてゲーム
  総合判定と親から子、子から親への励ましの言葉を記入し合う
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　ジェネリック医薬品とは、新薬の特許期間が終了してから、新薬と同じ有効成分で作られた薬のことです。
開発費が抑えられている分、新薬より安価で購入できます。国民健康保険と後期高齢者医療制度の被保険
者を対象に、医療費削減効果のある方に対し、ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付しています。
　この通知書は、現在処方されている医薬品をジェネリック医薬品に切り替えることによって、薬代がどれ
くらい軽減できるか、その一例をお知らせするものです。

◇  医師の判断により、ジェネリック医薬品が処方できない場合などもありますので、決して強制的に切り替えを
お願いするものではありません。

◇  「ジェネリック医薬品希望シール」は、毎年保険証更新時に同封のしおりの中に綴じ込まれています。保険証
やお薬手帳、診察券などの余白の部分に貼ってお使いください。市民課窓口にもありますので、気軽にお申
し出ください。

◆　 負傷の原因等は正確にきちんと伝えましょう。
◆　 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられるので、医師の診察を受けましょう。

問い合わせ先：市民課　保険年金担当　☎７４－８０６１

接骨院・整骨院で治療を受けるとき、健康保険等を使用しての診療を受けられるものは限られています。

健康保険が使えるとき 健康保険が使えないとき
◆　 単なる（疲労性・慢性的な要因からくる）肩こ

りや筋肉疲労。
◆　 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみ

られない長期の施術。
◆　 保険医療機関（病院、診療所など）で同じ負傷

等の治療中のもの。
◆　 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。

● 「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局」をもちましょう
　 　普段の健康状態を把握している「かかりつけ医」がいると治療だけではなく予防もできて安心です。
　 　また、「かかりつけ薬局」があると複数の医療機関で受診した場合に、処方箋を一括して管理できて

薬の重複や飲み合わせのチェックをしてもらえます。必要以上の服用を避けることもできて、結果とし
て薬代の節約にもなります。

● 「休日や夜間の受診」を控えましょう
　 　休日や夜間の受診は、割増料金になり医療費の増加につながります。やむを得ない場合を除き、平日

受付時間内の受診を心がけましょう。

● 「重複受診（同じ診療科のかけもち受診）」は控えましょう
　 　自己判断で複数の医療機関をかけもちする「重複受診」は、同じ検査の繰り返しなどで、医療費の

無駄になります。また、治療の重複で逆に症状が悪化する危険性もあります。

● 「薬のもらいすぎ」に注意しましょう
　 　安心のためから、むやみに薬を多く欲しがる人がいますが、担当医の診断や処方を信頼しましょう。

◆　 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻
挫等（いわゆる肉ばなれを含む。）と診断又は
判断され、施術を受けたとき。  

（骨折及び脱臼については、応急手当をする場合
を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要）

◆　 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因
がはっきりしているとき。

ジェネリック医薬品をご存じですか？

接骨院・整骨院で治療を受ける方へ

治療をうける
ときの注意

～上手なお医者さんや薬局とのつきあい方～
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問い合わせ先：市民課　保険年金担当　☎７４－８０６１

医療費が高額になったとき（高額療養費）
　医療機関に支払った1ヶ月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分
が「高額療養費」として支給されます。限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では異なり、
また、所得区分によっても異なります。（入院時の差額ベッド代、食事代、および保険外診療は対象外です。）   

■ 70歳未満の人の場合
　同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えたとき、超えた分が支給され
ます。1件につき、自己負担額が21,000円以上のものが計算対象となります。

所得区分 　　総所得金額等
 −基礎控除33万円　　 限度額（3回目まで） 4回目以降

（※2）
ア 901万円超 252,600円+（総医療費−842,000円）×1% 140,100円
イ 600万円超～901万円以下 167,400円+（総医療費−558,000円）×1% 93,000円
ウ 210万円超～600万円以下  80,100円+（総医療費−267,000円）×1% 44,400円
エ 210万円以下 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

■ 70歳以上75歳未満の人の場合
　70歳以上75歳未満の人は、外来（個人単位）の限度額を適用後に、外来+入院（世帯単位）の限度額を適用し
ます。1件につき、自己負担額が21,000円未満でも計算対象となります。

所得区分 外来（個人単位）の限度額 外来+入院（世帯単位）の限度額

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%
〈多数回140,100円（※1）〉

Ⅱ　課税所得380万円以上 167,400円+（総医療費-558,000円）×1%
〈多数回93,000円（※1）〉

Ⅰ　課税所得145万円以上  80,100円+（総医療費-267,000円）×1%
〈多数回44,400円（※1）〉

一般 課税所得145万円未満の方
 （※2）

18,000円
（年間上限144,000円）

57,600円
〈多数回44,400円（※1）〉

低所得者
Ⅱ　住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ　住民税非課税世帯

（年金収入80万円以下など） 8,000円 15,000円

（※1）過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
（※2）世帯収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含みます。

  高額療養費の支給を受けるには申請が必要です
　該当される方は、市民課保険年金担当の窓口で申請してください。診療月の翌月から2年を過ぎると支給され
ませんのでご注意ください。

申請に必要なもの 　保険証、領収書、印かん、申請者（世帯主）の預金通帳

  「限度額認定証（※3）」の提示で、窓口での支払いが限度額までになります
　医療費が高額になるときは、限度額適用認定証（※3）を提示することにより、外来・入院とも個人単位で
一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。あらかじめ、市民課保険担当の窓口で認定証の交付を
申請してください。国民健康保険税に未納がある方は交付されません。
（※3）住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」

申請に必要なもの 　保険証、世帯主の印かん
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問い合わせ先：税務課　住民税担当　☎７４－８０４３

国民健康保険税を特別徴収（年金からの引き落とし）で
納付していただいている皆さまへ

国民健康保険税を特別徴収（年金からの引き落とし）で
納付していただいている皆さまへ

倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方の
国民健康保険税が軽減されます。

倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方の
国民健康保険税が軽減されます。

 国民健康保険加入世帯は所得の申告が必要です。 国民健康保険加入世帯は所得の申告が必要です。

　国民健康保険税の納付方法が、「特別徴収（年金からの引き落とし）」となっている方について、申し出により
納付方法を「口座振替」に変更することができます。
　「口座振替」への変更をご希望の方は、税務課窓口で申請書の記入をしていただく必要があります。
　また、振替口座の登録がない場合は 口座振替依頼書 の提出が必要になりますので、次のものをご持参ください。

　雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方の国民健康保険税は、離職日の翌日の月から翌年度
末まで、該当者ご本人の算定対象である前年所得のうち、 給与所得のみ １００分の３０として算定します。

　国民健康保険の加入者は、所得の有無に関わらず所得の申告が必要です。世帯主、加入世帯員が一人でも
未申告状態だと、「国民健康保険税の軽減が受けられない。」「高額療養費などの算定時に自己負担限度額分
が高くなる。」などの不都合が生じることがあります。申告の必要な方は４月１２日までに申告をしてください。

　雇用保険受給資格者証・印鑑をご持参のうえ、税務課住民税担当（または市民課　保険年金担当）の窓口で
申請してください。

※季節労働者(雇用保険特例受給資格者証をお持ちの方)や 高齢者の離職者（離職時65歳以上の方）は
該当しません。 

振替口座の登録がある場合

　これまでの納付状況等により、口座振替への変更が認められない場合があります。
　国民健康保険税や市税を滞納すると、次年度以降、特別徴収（年金からの引き落とし）で
納めていただくことになります。

● 離職日に６５歳未満である方
● 雇用保険受給資格者証の離職理由が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」の方

● 所得税の確定申告や、市・県民税の申告をした人
● 所得が給与のみで給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
● 所得が公的年金のみで、公的年金等支払報告書が市役所に提出されている人
● 当該年度に税法上の被扶養者となっていて、収入（所得）のない人

・口座振替をする金融機関の預金通帳
・預金通帳のお届け印
・健康保険証

・印鑑
・健康保険証

振替口座の登録がない場合



すこやか  2020.3　（9）

問い合わせ先：市民課　保険年金担当　☎７４－８０６１

国民健康保険税を特別徴収（年金からの引き落とし）で
納付していただいている皆さまへ

国民健康保険税を特別徴収（年金からの引き落とし）で
納付していただいている皆さまへ

倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方の
国民健康保険税が軽減されます。

倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方の
国民健康保険税が軽減されます。

 国民健康保険加入世帯は所得の申告が必要です。 国民健康保険加入世帯は所得の申告が必要です。

　国民健康保険税の納付方法が、「特別徴収（年金からの引き落とし）」となっている方について、申し出により
納付方法を「口座振替」に変更することができます。
　「口座振替」への変更をご希望の方は、税務課窓口で申請書の記入をしていただく必要があります。
　また、振替口座の登録がない場合は 口座振替依頼書 の提出が必要になりますので、次のものをご持参ください。

　雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方の国民健康保険税は、離職日の翌日の月から翌年度
末まで、該当者ご本人の算定対象である前年所得のうち、 給与所得のみ １００分の３０として算定します。

　国民健康保険の加入者は、所得の有無に関わらず所得の申告が必要です。世帯主、加入世帯員が一人でも
未申告状態だと、「国民健康保険税の軽減が受けられない。」「高額療養費などの算定時に自己負担限度額分
が高くなる。」などの不都合が生じることがあります。申告の必要な方は４月１２日までに申告をしてください。

　雇用保険受給資格者証・印鑑をご持参のうえ、税務課住民税担当（または市民課　保険年金担当）の窓口で
申請してください。

※季節労働者(雇用保険特例受給資格者証をお持ちの方)や 高齢者の離職者（離職時65歳以上の方）は
該当しません。 

振替口座の登録がある場合

　これまでの納付状況等により、口座振替への変更が認められない場合があります。
　国民健康保険税や市税を滞納すると、次年度以降、特別徴収（年金からの引き落とし）で
納めていただくことになります。

● 離職日に６５歳未満である方
● 雇用保険受給資格者証の離職理由が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」の方

● 所得税の確定申告や、市・県民税の申告をした人
● 所得が給与のみで給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
● 所得が公的年金のみで、公的年金等支払報告書が市役所に提出されている人
● 当該年度に税法上の被扶養者となっていて、収入（所得）のない人

・口座振替をする金融機関の預金通帳
・預金通帳のお届け印
・健康保険証

・印鑑
・健康保険証

振替口座の登録がない場合

　あなたは、今年度特定健康診査（特定健診）や人間ドックを受診されましたか？不摂生な生活習慣によっ
て引き起こされる生活習慣病は、自覚症状がないうちに進行するとても怖いものです。特定健診や人間ドッ
クは、メタボリックシンドローム（メタボ）の有無だけでなく、血圧が高い、血糖値が高い、血中脂質に異常
があるなど、生活習慣病の予兆やさまざまな病気の有無を発見する絶好のチャンスです。
　氷見市は、特定健診でのメタボ該当者の割合が県内で最も高い状況です。（下表）
　つまり、内臓脂肪型肥満と判定され、さらに「高血糖」「高
血圧」「脂質異常」のいずれか２つに当てはまる人がたくさ
んいるということです。このまま放置しておくと、心筋梗塞や
脳卒中など命にかかわる疾患を発症する危険があります。
　氷見市では、メタボのリスクが高い方を対象に、健診終了
後、保健師や管理栄養士が、面談や訪問などにより、栄養や
運動の目標を一緒に立て、生活習慣を改善するお手伝い（特
定保健指導）を無料で行っています。ぜひご利用ください！
　健康づくりに欠かせない習慣として毎年１回、必ず健診を
受けましょう。

職場健診の結果の提出にご協力をお願いします
　氷見市国民健康保険特定健診対象者（40歳から74歳）で、平成31年４月１日～令和２年３月31日までに
職場等で健康診断を受診された方は、健診結果を「市民課保険年金担当」の窓口にご提出いただくか、７４−
８０６１（市民課保険年金担当）にご連絡ください。ご連絡をいただいた後、返信用の封筒をお送りしますの
で、健診結果のコピーを同封し、返信ください。健診結果を提出してくださった方にはQUOカード1,000円
分を贈呈します。（市税を遅滞なく納めている方に限ります。）
　健診結果は、皆様の健康状態を把握し、医療機関と連携した重症化予防対策などの施策を検討するため
の大切な資料となりますので、ぜひご協力をお願いします。
※健診項目等に不備があった場合は、受理できない場合があります。

平成２９年度特定健診メタボ該当者の割合
保険者名 メタボ該当者の割合

氷見市 ２４．０％

県平均 ２１．４％

全国平均 １８．０％
出典　平成３０年度版目でみるとやまの国保

患者相談支援窓口の紹介

身体からのSOSを見逃さないで！健康で楽しい生活を送るために
特定健康診査、人間ドック・特定保健指導を受けよう！
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子から親への
健康の通信簿

（詳しくは4,5ページへ）

子どもと一緒に健康づくり

大切なひみも、大事なきみも、元気に。
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氷見市鞍川1060番地
☎74－8061

医 療 保 険 加 入 状 況
総 世 帯 数
総　 人　 口

17,556世帯
46,732人

国民健康保険
加　 入　 者

  6,322世帯 (36.01%)
  9,675人 (20.70%)

後期高齢者
医療加入者   9,570人 (20.48%)

※（　）内は総世帯数・総人口に占める割合（令和元年１２月末現在）
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加入の届出が遅れると・・・
● 国保加入の届出が遅れた場合でも、資格を得た
月（職場の健康保険をやめた月）までさかのぼっ
て国民健康保険税を納めなければなりません。

● 保険証がないため、その間の医療費は一旦全
額自己負担になります。（後日、国保の加入期
間においての診療分の領収書を持参して申請
すれば、保険者負担分が払い戻しできます。）

やめる届出が遅れると・・・
● 返納しなければならない国保の保険証を使っ
て医療を受けてしまうと、国保が負担した医療
費を後日返納していただくことになります。

● 他の健康保険に加入しても、国保を脱退する届
出をしないと国保の資格が加入のままになり、
国民健康保険税と会社の健康保険料を二重に
支払ってしまうことがあります。

問い合わせ先 市民課　保険年金担当　☎74－8061

保険の資格が変わったら届出を
　就職や退職などによる国民健康保険（以下、国保）の加入や脱退は、資格が変わったらできるだけ
早めに届出をしてください。詳しくは市民課（℡０７６６－７４－８０６１）へお問合せください。
家族が代理で届出を行うこともできます。
※窓口へこられる届出人の本人確認書類（運転免許証、マイナンバー（個人番号）カード等）をご持参ください。

国保加入の手続きは、先の社会保険等の資格喪失日後に届出をお願いします。

※１　すでに学生用の保険証（○学被保険者証）を交付している学生が卒業した場合
　学校を卒業されている場合には○学非該当届が必要です。下記に記載してあります書類を持参のうえ、
手続きをお願いします。
　・印鑑　・○学国民健康保険証
　なお、就学を終えても住民票が他市町村にある場合は、現住所地での国保加入の手続きが必要になり
ます。市民課で被保険者期間を証明する「被保険者加入証明書」を交付しますので、お申し出ください。

こ ん な と き 届出に必要なもの

国保の
加　入

職場の健康保険をやめたとき 印鑑、職場の健康保険の資格喪失証明書
※（旧保険証の記号番号や喪失年月日が記載）

家族の健康保険の被扶養者でなくなった
とき

印鑑、職場の健康保険の資格喪失証明書
※（旧保険証の記号番号や喪失年月日が記載）

転入してきたとき 印鑑、転入前の市区町村の転出証明書

職場の健康保険の任意継続期間が
満了したとき

印鑑、任意継続の保険証
（任意継続が満了した証明書）

国保の
脱　退

職場の健康保険に入ったとき 印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証
（職場の保険証が未交付の場合は、加入日等が
　確認できる証明書）職場の健康保険の被扶養者になったとき

転出するとき 印鑑、国保の保険証

その他

印鑑、国保の保険証

修学のため、転出するとき
（転出すると氷見市での国保の資格が喪失します
  ので、継続するための手続きが必要です。）

印鑑、国保の保険証、〈在学証明書、学生証、
入学通知書のうちいずれか１点〉
転出手続きの際に必ずお申し出ください。

学生保険証交付済みの方が卒業した場合 下記※１

住所、氏名、世帯主が変わったとき

この広報紙は森林資源保護のため再生紙を使用しています。
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氷見市民健康大学祭＆氷見市未病対策事業

　災害など特別な理由で生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが
困難となった世帯が、申請することで、医療費の減免や徴収猶予を受けること
ができる制度です。
　減免等の期間は３～６か月間となります。実収入月額や預貯金の判定基準
などの詳細な条件は市民課までお問い合わせ下さい。

国民健康保険
一部負担金

（窓口での
一部負担金

）

減免等制度
をご利用くだ

さい


