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国保税の申告はお済みですか?
国保税の特別徴収（年金天引）について
国民健康保険が広域化されます
入院時の食事代の標準負担額が変更になります
療養病床入院時の居住費が変更になります
長崎市以外に在住で国民健康保険をお持ちのかたは手続き
が必要です。
国保に加入するとき、やめるときは、１４日以内に届け出てく
ださい
医療費の支払いがどうしても困難な場合

●�申告が必要なかたで、まだお済みでないかたは、お早めにご提出ください。( 申告が必要と思われる世帯には申
告書を郵送しています。)

　※なお、申告がなされない場合、国保税の減額の特例が受けられない場合があります。
　　申告書は、各地域センター・地区事務所にも備えつけておりますので、ご利用ください。

　世帯主及び国保に加入しているかたのうち、①～⑦のいずれかに該当するかたが一人でもおられる世帯は、申告
が必要です。

①�収入が無いかた（ただし、3月 15日の提出期限までに確定申告・市県民税申告を行ったかたを除く）
②�遺族年金や障害年金等の非課税となる年金等のみを受給のかた
③�確定申告・市県民税申告をされるかたの控除対象配偶者や被扶養者
　�( ただし、勤務先から給与支払報告書が提出されているかた、公的年金を受給しているかたは除く )
④�公的年金や給与以外にも収入があったかた（期限内に確定申告・市県民税申告を行ったかたを除く）
⑤�確定申告または市県民税申告の必要があるが、期限までに申告されていないかた
⑥�給与支払報告書が勤務先から市へ提出されていないかた
⑦�１月１日現在、住民票が長崎市になかったかた

国保税の申告が必要な世帯

平成30年度

国民健康保険特集号

国保税の申告はお済みですか？

国保税の特別徴収（年金天引）について

保存版

●国保税の特別徴収の対象となる世帯には、事前に通知書を郵送しています。
　�４月と６月は年間の税額が確定されてないため、前年度の税額をもとに仮徴収します。８月以降は、確定した年
税額から納付済の税額を差し引いた残りの額を、４回に分けて徴収します。

　なお、８月以降の額は、６月以降にお知らせします。
●国保税が特別徴収となるかたは、お申し出により納付方法を、口座振替に変更できます。
　ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

国保税の申告・特別徴収についてのお問い合わせは
国民健康保険課　賦

フ
課
カ

係まで（☎ 095-829-1226）
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国民健康保険特集号　H30.4

　広域化とは・・・現在、国民健康保険は市町ごとに運営していますが、平成 30 年度からは、県も市町と共

に保険者となり、国民健康保険事業を運営することになります。

　それに伴い、

　高額療養費の該当回数については、現在支給実績でカウントしていますが、平成 30年 4月からは、
県内統一とし、該当月でカウントすることになりました。

平成 29年度まで
4月 5月 6月 7月 8月
支給 支給 該当 支給 支給
1回 2回 3回 4回

　　　　 該当回数はカウントできなかったため、8 月が 4 回目となります。

平成 30年度から
4月 5月 6月 7月 8月
支給 支給 該当 支給 支給
1回 2回 3回 4回 5回

　　　　 該当回数をカウントできるようになったため、7 月が 4 回目となります。

　高額療養費の多数回該当は、過去 12 か月間に、ひとつの世帯での高額療養費の支給が 4 回以上あった場
合に、4 回目以降の自己負担限度額が引き下げられる制度です。
　これまで市町をまたいで転居した場合、居住していた市町での国保資格を喪失するため高額療養費の該当
回数は通算されませんでした。
　しかし、平成 30 年度からは、同一県内での住所異動は資格が継続されるため、世帯の継続性（※1）が世
帯の継続性の判断基準（※2）により、保たれている場合、高額療養費の該当回数が通算されるようになります。
　これにより、一定期間に多数回にわたって高額な医療費を負担していた場合、県内の他市町へ住所異動し
た場合にも、自己負担限度額を継続して引き下げられるため、医療費の負担が軽減されます。（例1）
　また、県内の他市町へ転出した場合、世帯の継続性が認められる場合には高額療養費の該当回数を引き継ぎ、
転出地、転入地それぞれの市町での自己負担限度額は 1/2、世帯合算基準額も本来の 1/2（10,500 円）にな
ります。（例2）
※世帯の継続性とは… 住所異動があった際に、家計の同一性及び世帯の連続性を考慮して判定するもの。複

数の世帯に継続性を認めることはありません。
※世帯の継続性の判定基準は…（1） 単なる住所異動の一の世帯のみで完結する住所異動の場合には、家計の

同一性、世帯の連続性があるものとして、世帯の継続性を認めるものです。
（2） 世帯分離または、世帯合併等による一の世帯で完結しない住所異動（他

の世帯からの異動による国保被保険者の増加または、他の世帯への異動

国民健康保険が、
広域化(都道府県単位化)されます

高額療養費のカウント方法が支給月から該当月(支給月含む)
に変更となります。

高額療養費の多数回該当に係る該当回数が引き継がれます。
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国民健康保険特集号　H30.4

平成 30年 4月から入院時の食事代の標準負担額が変更になります
～ H28.3 月

診療
H28.4 月～

H30.3 月診療
H30.4 月
診療～

■一般（下記以外のかた） 260円 360円�※1 460 円�※1
■住民税非課税世帯 過去 12か月

の入院日数
90日までの場合 210円

■低所得者Ⅱ 90日を超える場合 160円�※2
■低所得者Ⅰ 100円

（※ 1）�・��表中の負担額引き上げ対象者のうち、指定難病のかた、小児慢性特定疾病のかたの負担額は 260円の
ままです。

　　　・��平成 28年 4月 1日において、すでに１年を超えて精神病棟に入院しているかたの負担額は 260円の
ままです。

　　　　合併症等により転退院した場合、同日内に再入院するかたについても、負担額は 260円のままです。
（※ 2）　�こちらの適用を受けるには、領収書（入院日数が確認できるもの）等を持参の上、申請する必要があ

ります。

平成 30 年 4 月から療養病床入院時の居住費が変更になります（※食費は変わりません）

65 歳以上 ～ H29.9 月
診療

H29.10 月～
H30.3 月診療

H30.4 月
診療～

■医療区分Ⅰ
（ⅡⅢ以外の者）※3 320円 /日 370円 /日

370円 /日
■医療区分ⅡⅢ�※4
（医療の必要性の高い者） 0円 /日

200円 /日

難病指定 0円 /日 0円 /日

（※ 3）医療区分Ⅱ：筋ジストロフィー、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患等
（※ 4）医療区分Ⅲ：スモン、医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態

　（例 1）　長崎県内の市町をまたがる住所の異動があった場合の高額療養費の該当回数の引き継ぎ

平成 30 年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

該当 該当 該当 該当

　（例 2）　長崎県内の市町をまたがる住所の異動があった場合の高額療養費の自己負担限度額

県内市町間
住所異動

多数回該当
 （４回目） 

長崎市
自己負担限度額
57,600 円

世帯合算基準額
21,000 円

自己負担限度額
28,800 円（1/2）
世帯合算基準額

10,500 円（1/2）

他市町
自己負担限度額

28,800 円（1/2）
世帯合算基準額

10,500 円（1/2）

57,600 円 57,600 円 57,600 円

平成 30年 4月

長
崎
県

5 月 6月
市町間
住所異動

による国保被保険者の減少をいいます。）の場合には、異動後の世帯主が
異動前に世帯主として主宰していた世帯との継続性を認めるものです。
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国民健康保険特集号　H30.4

長崎市外に在住で国民健康保険を
お持ちのかたは手続きが必要です

●�市外の学校や施設に通学・在園しているため、住民票が長崎市外にある方で、長崎市の国民健康保険証を
お持ちの方（保険証の右上に�学�または�遠�の記載がある方）は、毎年お届けが必要です。

　【必要書類等】　・保険証
 ・届出人の身分証明書（個人番号カード、運転免許証 等）
 ・在学または在園を証明するもの
 ・現在お住まいの市町村の個人番号の記載がある住民票
　※個人番号の記載がない住民票の場合は、個人番号通知カードを一緒にご持参ください。
　※住民異動届を直近３か月以内に提出している場合で住所に変更がない場合は、住民票の提出は不要です。
　※長崎市内に在住の方で保険証の右上に�遠�の記載がある方についても毎年お届けが必要です。

国保に加入するとき、やめるときは、
１４日以内に届け出てください

・職場の健康保険をやめたとき� ・ほかの市区町村から転入したとき
・子供が生まれたとき� ・生活保護を受けなくなったとき
※届け出が遅れてしまうと・・・
　�加入資格を得た月までさかのぼって国保税を納めることになります（遡

ソ
及
キュウ

賦
フ
課
カ
）。また、保険証がないため、

その間にかかった医療費は原則全額自己負担となります。

加入するとき

・職場の健康保険などへ加入したとき� ・ほかの市区町村へ転出したとき
・死亡したとき� ・生活保護を受け始めたとき
※届け出が遅れてしまうと・・・
　�誤って期限の切れた保険証を使用して医療を受けた場合、国保が負担した医療費は返していただきます。
また、ほかの健康保険に入ったときなど、知らずに国保税を二重に支払ってしまう可能性があります。

やめるとき

医療費の支払いがどうしても困難な場合
●�災害及び事業や業務の休止などにより、世帯主の収入が一時的に減少し、医療費の支払いが困難と
なった場合は、申請により３か月間を上限とする一定期間の医療費が免除される場合があります。

被保険者証・医療費のお支払いに関するご相談は
国民健康保険課　給付係（095-829-1136）


