国
保税の納め方

国保税は世帯主が納めます
各種届出や国保税を納める義務は
世帯主にあります。
世帯主が国保に加入していなくて
も世帯の中に国保の被保険者がいる
場合、納税通知書は世帯主に送られ
ます。
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65

地域住民課市民係(風連庁舎１階）

40

普通徴収
（年６回の窓口納付または口座振替）

当初納付書では、平成 年４月か
ら平成 年３月までの１年分を年６
回で納付することになります。
途中加入や離脱の場合を除く。
※
特別徴収 （年金天引き）

①所得割

世帯の所得 ×7.4％

世帯の所得 ×３％

世帯の所得 ×2.4％
②資産割

固定資産税額 ×20％

固定資産税額 ×９％

固定資産税額 ×４％
③均等割

2 万 1,000 円 × 加入者数

1 万円 × 加入者数

1 万円 × 加入者数
④平等割

1 万 8,000 円

8,000 円

8,000 円
限 度 額

58 万円

19 万円

16 万円

い場合、事前に口座振替手続きが
必要になります。

加入・離脱したときの国保税

国保税は加入の届け出をした月か
らではなく、加入資格を得た月から
課税されます。年度途中で離脱した
ときも離脱の前月までの税額が月割
で計算されます。

国保税の軽減

国民健康保険制度では、所得や世
帯の国保被保険者数、世帯の状況に
応じた軽減制度があります。
詳しくは納税通知書または、同封
のパンフレットをご覧ください。
■低所得世帯に対する軽減
被保険者世帯の人数や所得に応じ
て、均等割・平等割の７割 ５･割 ･
２割の軽減措置がとられます。
昨年度に引き続き軽減判定基準が
拡充し、５割・２割の対象となる
世帯が拡大しました。
■非自発的失業者の軽減
歳未満の方が解雇や倒産により
離職し国保に加入した場合、雇用
保険の受給理由によって受けられ
る軽減措置があります。
■後期高齢者医療制度への移行に伴
う軽減、減免
後期高齢者医療制度への移行に伴
う激変緩和措置として軽減措置や
減免措置があります。

65

30

国保被保険者が全員 歳以上で構
成される世帯の国保税は、原則とし
て納税義務者の年金から天引きにな
ります。
ただし、次に該当する方は従前の
とおり納付書で納めていただく（普
通徴収）ことになります。
・国保税の納付を口座引き落としに
している方
・平成 年度中に 歳になる方
・年金年額が 万円未満の方
・介護保険料が年金から天引きされ
ていない方
特別徴収 年(金天引き を
※
)希望しな
18

平

付します

31

30

問い合わせ

市民課国保高齢医療係(名寄庁舎１階)

成 年度の
国民健康保険税

７月中旬に送

01654③2111(内線3114～3116)
01655③2511(内線118､119)

今年度の国保 国(民健康保険 税)は、
限度額、保険税率ともに変更はあり
ません。保険税は下の表により計算
し、それぞれ①～④の合計（限度額
を超える場合は限度額 に)なります。
医療分・後期高齢者支援金分は国
保加入者全員、介護納付金分につい
ては、国保加入者のうち、満 歳以
上 歳未満 介(護保険２号被保険者 )
の方が対象になります。

納税通知書は

介護納付金分
後期高齢者支援金分
医療分

30

暮らしの安心
国民健康保険
65

平成30年度の

国民健康保険のお知らせ

平成 30 年度の国保税率

１０

広報なよろ平成３０年７月号

期内の納税にご協力を

同制度への移行により、国保世帯
の被保険者が１人になった場合、５
年間は平等割の２分の１が減額に
なり、その後３年間は平等割の４
分の１が減額になります。

納
皆さまに納めていただく国保税は
医療費の支払いなど国保事業の運営
に欠かせない財源です。
納期限内の納付にご協力をお願い
します。

保の届け出

さえなど滞納処分を受ける場合があ
ります。
災害等により、所得が一時的に著
しく減少した場合や特別な事情があ
る場合には、納期限の延期や保険税
の減免・免除を受けられる制度もあ
りますので、早めの相談をお願いし
ます。
災害等の事情により、医療費の自
※
己負担分の支払いが困難な場合も
相談ください。

国
日以内に

保の保健事業

保の離脱手続きがなされないと会
社の保険料と国保税が二重払いに
なってしまいます。

国

国保では、健康維持のために各種
検診等への助成など保健事業を行っ
ています。疾病予防、早期発見、早
期治療のため特定健診や各種がん検
診、人間ドックなどを受診し健康維
持にお役立てください。
特定健診・特定保健指導

国

民健康保健証の更新

今年から保険証の更新時期が８月
になり、７月中旬に世帯主あてに簡
易書留郵便で送付します。なお、今
まで高齢受給者証を別にお持ちだっ
た方は、保険証と高齢受給者証が一
体になった証が送付されます。
転居や不在などの理由により配達
されなかった保険証は、市役所で保
管しています。保険証が届いていな
い場合は問い合わせください。
また、ほかの健康保険に加入済で
国保の保険証が届いた方は脱退手続
きが必要です。手続きをされない場
合は、保険税がかかり続けますので
必ずご連絡ください。

度額適用認定証の更新

31

限

(水)

届け出は

国保に加入している方は市の検診
のほとんどが無料で受けられます。
人間ドック・脳ドックへの助成

歳未満の方および 歳以上非課
税世帯の方は、限度額適用認定証の
有効期限が７月 日 までとなって
いますので、それ以降引き続き認定
を受けるには更新手続きが必要です。
手続きの方法については事前に問い
合わせください。
保険税の納付状況によって認定で
※
きない場合もあります。
８月１日 以降高齢受給者証の負
※
担割合が ３｢割 の｣方は、限度額の
認定区分が３種類となります。

70

納め忘れのないように

国保に加入する 歳から 歳の全
ての方を対象に、生活習慣病に着目
した 特｢定健診 を｣無料で実施してい
ます。
早期予防・改善に向けて、保健師
による 特｢定保健指導 を｣実施してい
ます。
74

市が実施する各種検診への助成

30

歳以上の方が医療機関でドック
を受けた際、対象費用の３分の２を
助成しています。
要件や手続きの方法については事
前に問い合わせください。

70

(火)

口座振替の利用により、納め忘れ
が防げます。
申し込みは、市内の金融機関また
は市役所税務課納税係の窓口へ。
通帳と届出印、納付書をお持ちく
※
ださい。

■国保に加入するとき
・転入したとき
・退職などにより職場の健康保険を
やめたとき
・子どもが生まれたとき
■国保を離脱するとき
・転出するとき
・就職などにより職場の健康保険に
加入したとき
・被保険者が亡くなったとき
■離脱の届け出遅れにご注意を
・会社の健康保険に加入後に、新し
い保険証が届くまでの間、国保の
保険証で受診した場合は医療費を
返金いただく場合があります。
・会社などの健康保険に加入後、国

Ｎａｙｏｒｏ Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ２２
００
１１
６８
．．
５７

１１

納付が遅れたら
納税相談がないまま納付が遅れた
り納付がない場合、税負担の公平性
を保つため、保険証の有効期限が短
期間にされたり、納税相談後に保険
証が交付されるなどの措置がとられ
ることになります。
また納期を過ぎると督促を受け、延
滞金が加算されます。納税相談のな
いまま未納が続くと、財産の差し押

30
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