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保険・年金
国民健康保険
国民健康保険の手続き 国保年金課国保資格係　☎5307-0641

対　象
　杉並区に住民票のある75歳未満の方（次の①～③に該当す
る方を除く）
① お勤め先の健康保険に加入している方とその扶養家族（国

保組合の場合は、その世帯全員）
②後期高齢者医療制度に加入している方
③生活保護を受けている方

手続きが必要な場合
　保険証は届出後ご自宅に簡易書留でお送りします。窓口で
の受け取りを希望される場合は、本人であることが確認できる
もの（マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど）をお持
ちください。

　保険料は、世帯を単位として、国民健康保険加入者（被保険
者）の人数と前年の所得金額などをもとに計算されます。年度
単位の計算で、4月から翌年3月までの保険料を、6月中旬に世
帯主宛てに通知します。納期は6月期から翌年3月期までの10
回です。

国民健康保険の保険料
国保年金課国保資格係　☎5307-0641

　国民健康保険に加入中で、70歳から74歳の方に医療機関で
の負担割合を記載した「高齢受給者証」を交付します。該当す
る方には区役所から郵送します。

高齢受給者証
国保年金課国保資格係　☎5307-0641

　会社都合により失業された方は、保険料が減額になる場合
があります。一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わ
せください。

非自発的に失業された方の保険料の減額
国保年金課国保資格係　☎5307-0641

　災害、病気などの特別な事情により、生活が著しく困難となっ
たときは、申請により保険料の所得割額が減額または免除にな
ることがあります。世帯の生活状況を調査して決定しますが、
単に失業中などの理由だけでは対象となりません。

国民健康保険料の減免制度
国保年金課国保資格係　☎5307-0641

※全ての届出にマイナンバーの記載が必要です。

事　由 こんなとき 届出に必要なもの・注意事項 届出場所

国保に
加入するとき

杉並区に転入した 転入手続きのときにお申し付けください。

国保年金課・区民課
区民係またはお近く
の区民事務所

お勤め先の健康保険をやめた 健康保険資格喪失証明書など
国保組合をやめた 国保組合資格喪失証明書など
生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書
子どもが生まれた 戸籍の手続きをしてください。
後期高齢者医療制度に移行した方に扶養さ
れていた 健康保険資格喪失証明書など

外国人の方が住民基本台帳に登録された
（3カ月を超える在留資格を取得した）

パスポート、在留カード、特別永住者証明書。
在留資格が「特定活動」の方は「指定書」が必要で
す。（転入手続きのときにお申し付けください）

国保を
やめるとき

杉並区外へ転出する 保険証、高齢受給者証（転出手続きのときにお申
し付けください）

お勤め先の健康保険に加入した 保険証、お勤め先の保険証、高齢受給者証
国保組合に加入した 保険証、組合保険証、高齢受給者証
生活保護を受け始めた 保険証、保護開始決定通知書、高齢受給者証
死亡した 戸籍の手続きをしてください。
後期高齢者医療制度に移行した 届出は不要です。

その他

区内での住所変更、氏名・世帯主が変わった、
世帯の合併または分離があった

保険証、高齢受給者証
（住民票の変更手続きのときにお申し付けください）

保険証・高齢受給者証をなくした 外でなくした場合、警察にも届けてください。
修学のため他の区市町村に住む 保険証、学生証（写）など
区外の介護保険施設などに入所した 保険証、入所契約書（写）など、高齢受給者証
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口座振替での納付
　簡単な手続きで希望口座からの自動引き落としにすること
ができます。希望される方はご連絡ください。

納付書での納付
　1年分をまとめて6月に郵送します。区役所、区民事務所、金融
機関、コンビニエンスストアで納めていただけます（納付書裏面
をご参照ください）。また、銀行ＡＴＭやスマートフォンで納付で
きる、ペイジーやモバイルバンキングを利用することもできます。

①医療機関・助産院に出産費用として直接支払いをする方法
　 手続き：直接支払制度を利用する場合には、医療機関など

の窓口へ。受取代理制度を利用する場合には、出産前に国
保年金課国保給付係へ。

　※医療機関などによっては利用できない場合があります。
②出産後に世帯主の方の口座へ振り込む方法
　手続き：国保年金課国保給付係または区民事務所へ。

● �葬祭費の支給
　国民健康保険加入者が死亡した場合に、葬儀を行った方に
支給します。
　手続き：国保年金課国保給付係または区民事務所へ。

● �入院したときの食事代などの減額
　住民税が非課税の世帯の場合、病院などに入院したときの
食事代などの減額措置があります。

● �高額療養費の支給
　同じ月内に医療機関で支払った保険診療分の一部負担金
が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費とし
て世帯主の方に支給します。該当している場合、診療月から
約3カ月後に申請書が届きます。

● 高額療養費貸付制度
　高額療養費が支給されるまでの間、高額療養費支給見込
み額の9割までを無利子で貸付します。
　貸付金の返済は、その後支給される高額療養費で清算しま
す。事前に予約が必要ですのでお問い合わせください。

● 高額療養費の現物支給
　国民健康保険加入者が医療機関で診療を受ける場合、事
前に区役所で交付された「限度額適用認定証」の提示により、
窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
　70歳以上で所得区分が「現役並み所得Ⅲ」または「一般」の
方は高齢受給者証と保険証を窓口に提示することにより、支
払い額が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認
定証の交付は必要ありません。
詳しい内容・申請方法などについては、お問い合わせください。

● 高額医療・高額介護合算療養費の支給
　同じ世帯内で、一年間（8月1日～翌年7月31日まで）に負
担した医療費と介護サービス費の一部負担金を合算して、高
額介護合算療養費の自己負担限度額（年額）を超えたときは、
超えた分が支給されます（75歳以上の方は後期高齢者医療
制度から支給されます）。

● その他
　「特定疾病療養受療証」（人工透析を必要とする慢性腎不
全など）による現物給付や精神医療給付金、結核医療給付金
などの給付制度があります。
　詳しくは、お問い合わせください。

　保険料はその月の末日が納期限です（※金融機関が休業日
のときは、翌営業日）。納期限までに次の納付方法により納めて
ください。ただし、加入者が65歳以上75歳未満の世帯で、一定
の要件を満たしていれば、世帯主の方が受給している公的年金
からの引き落としとなります。

国民健康保険料の納付
国保年金課国保収納係　☎5307-0374（相談） ☎5307-0644（口座）

保険証を提示した場合に受けられる給付
● 療養の給付

　国民健康保険の加入者は国民健康保険の診療を取り扱う
医療機関で診療を受けた場合、医療費の7割（年齢と収入に
よって8割）の給付が受けられます。

● 入院時食事療養費および入院時生活療養費の給付
　入院時食事療養費および入院時生活療養費（65歳以上）
の一部を給付します。

申請をした場合に受けられる給付
　申請に必要な書類や詳しい手続き方法については、事前に
お問い合わせください。
● �療養費の支給

　保険証を提示せずに医療費全額を支払った場合、治療用
補装具を作った場合、海外で急な病気などのため医療機関で
治療を受けた場合は、申請をしていただき審査を経て、支払っ
た金額の一部を世帯主の方に支給します。

● 出産育児一時金の支給
　国民健康保険加入者が出産（妊娠85日以上の流産・死産
を含む）した場合に世帯主の方に支給します。

　支給方法は次のとおりです。

国民健康保険の給付
国保年金課国保給付係　☎5307-0642

国民年金

　国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方全員が加入する年金制度です。加入者は次の3種類に分けられます。
①自営業者、学生など（第1号被保険者）
②厚生年金に加入している方（第2号被保険者）
③ 厚生年金に加入している方に扶養されている日本国内に住所を有する（海外特例もあり）配偶者（第3号被保険者）
　第3号被保険者になるためには、扶養者の勤務先へ届出が必要です。
希望により、申し出のあった日から加入できる、任意加入制度があります。
①海外に住む日本国籍のある方（第2号、第3号被保険者を除く）　※日本へ帰国したときも、手続きが必要です。

②60歳以上の方で、受給資格を満たしていない方、年金額を増やしたい方

国民年金への加入など 国保年金課国民年金係　☎5307-0646
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こんなときは国民年金（第1号被保険者）への加入手続きが必要です。 国保年金課国民年金係　☎5307-0646

申請者 届出に必要なもの
20歳になったとき
（自営業者、学生など）

20歳の誕生日からおおむね2週間以内に、日本年金機構から「加入のお知らせ」な
どが届きます。届かなかった場合は手続きしてください。

勤務先を辞めたとき
（厚生年金の加入者でなくなったとき）

※ 配偶者（第3号被保険者）がいる方はあわせて配偶者の届出もし
てください。

年金手帳、退職日が分かるもの
※配偶者の年金手帳

厚生年金加入の夫（妻）の扶養でなくなったとき
（収入が増えたときなど） 年金手帳、扶養でなくなった日を証明するもの、配偶者の年金手帳

任意加入するとき
①海外に住んでいる方 年金手帳（預金通帳・銀行印）

任意加入するとき
②�60歳以上の方で受給資格を満たしていない方、
年金額を増やしたい方

年金手帳、預金通帳、銀行印（口座振替での納付となるため）

　国民年金の給付には次のようなものがあります。手続きについてはお問い合わせください。

国民年金の給付 国保年金課国民年金係　☎5307-0646

　国民年金（第1号被保険者）へ加入された方は、日本年金機
構から届く納付書により、銀行、郵便局、コンビニエンスストア
などで保険料をお支払いください。
　便利でお得な口座振替や、クレジットカードによる納付方法、
前もって納めると割引になる前納制度もあります。
　なお、納付書の再発行や保険料については、杉並年金事務所
へお問い合わせください。
※ 将来の年金額を増やしたい場合は、付加保険料（月400円増）の制度

があります。年金手帳を用意し、国民年金係、区民事務所へお申し込
みください。申し込み月から開始できます。国民年金基金加入者は
申し込みできません。

※なお、産前産後期間については納付を免除する制度があります。

国民年金保険料の納付
杉並年金事務所　☎3312-1511

　経済的な事情などにより保険料を納めることが困難な方には、
保険料免除（全額・一部）制度があります。また、50歳未満の方
には保険料の支払いが猶予される「納付猶予」、学生の方には「学
生納付特例」の制度があります。本人・配偶者・世帯主の所得要
件などがあり、申請が必要ですのでご相談ください。

保険料の免除・猶予および学生納付特例制度について
国保年金課国民年金係　☎5307-0646

● 第1号被保険者の年金手帳の再発行
　国保年金課国民年金係、区民事務所で受け付けます。約2
カ月後に杉並年金事務所から郵送します。お急ぎの場合は、
本人を確認できるもの（運転免許証、パスポートなど）を用意し、
直接杉並年金事務所で手続きしてください。

年金手帳再発行 国保年金課国民年金係　☎5307-0646

国民年金の受給要件
給付の種類 受給条件

老齢基礎年金
●  国民年金保険料を納めた期間と免除・猶予が認められた期間、および合算対象期間を合わせて10年以上ある方

が65歳から受給できます。希望により繰上げ繰下げ受給ができます。

障害基礎年金

●   国民年金の加入者や、加入者であった60歳以上65歳未満の方が、病気やケガのために生活や仕事などが制限さ
れるようになったとき受給できます。障害の程度や保険料納付に要件があります。

●   20歳前に病気やケガにより生活や仕事などが制限されるようになった方が20歳から受給できます。障害の程度
や本人の所得に要件があります。

遺族基礎年金
●   国民年金加入中の方か、または老齢基礎年金の25年以上の受給資格のある方（老齢年金受給者を含む）などが死

亡したとき、その方によって生計を維持されていた18歳未満の子がある配偶者、または子が受給できます。死亡
した方の保険料納付要件があります。

寡婦年金
●   第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金の受給資格を満たす夫が、その年金や障害基礎年金を受給しないう

ちに死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、受給できます。
ただし、死亡した夫との婚姻期間が10年以上継続していた場合に限ります（※）。

死亡一時金
●   第1号被保険者として36月以上保険料を納めた方が老齢・障害基礎年金を受給しないうちに死亡したとき、生計

同一の遺族に支給される一時金です。遺族基礎年金を受給できる時は支給されません（※）。

付加年金 ●   付加保険料を納めた方が老齢基礎年金の受給権を取得したとき、その老齢基礎年金と併せて受給できます。

※寡婦年金と死亡一時金の両方を受給することはできません。
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年金受給者の方に次のような事由が生じた場合も届出が必要となります
杉並年金事務所

　新規加入をご希望の方は「 0120-65-4192」へ。既加入
者で手続き等をご希望の方は「お客様相談センター ☎0570-
008-002」へお問い合わせください。

国民年金基金制度
全国国民年金基金　 0120-65-4192

特別障害給付金
国保年金課国民年金係 ☎5307-0647

　昭和61年3月以前に、厚生年金・共済組合加入者に扶養され
ていた配偶者、または平成3年3月以前に学生だった方で、国民
年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、他の公的
年金を受給できない障害がある方が受給できます。障害の程
度や所得要件があります。

年金生活者支援給付金
日本年金機構

　公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下
の年金受給者へ年金に上乗せして支給されます。詳細は（給付
金専用ダイヤル0570-05-4092）へお問い合わせください。

介護保険

　介護保険は社会全体で「介護」を支え合うための制度で、杉
並区が保険者となり運営しています。40歳以上の方が加入者

（被保険者）となり保険料を納め、介護が必要となったときにサー
ビスを利用できる仕組みです。

介護保険制度について
介護保険課管理係 　杉並区の介護保険の被保険者は、杉並区に住民登録をして

いる40歳以上の方です。40歳になると自動的に被保険者とな
るので、手続きの必要はありません。

被保険者と保険料 介護保険課資格保険料係

事　由 届出・問い合わせ先

住所の変更
年金受給者の住所変更届は原則不要ですが、日本年金機構に届け出ている住所が受給者の住民票の
住所と異なる場合など、住所変更届が必要となる場合もあります。詳しくは、新しい住所地の年金事務
所へお問い合わせください。

受取機関の変更 国保年金課国民年金係、または区民事務所や杉並年金事務所にある変更届（はがきサイズ）を杉並年金
事務所へ提出してください。

紛失した年金証書の再発行 杉並年金事務所になります。申請用紙は国保年金課国民年金係にもあります。

年金受給者の死亡 死亡届は原則不要ですが、亡くなられた方の未支給年金の受け取りなど手続きが必要な場合があります。
杉並年金事務所へお問い合わせください。
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「第1号被保険者」
65歳以上の方です。
●  保険料は、その年度の住民税課税状況と4月1日現在の世帯

状況（転入された方や65歳になった方は、資格取得日の世帯
状況）により決定されます。保険料額は、3年ごとに改定され
ます。詳細は、問い合わせ先へお問い合わせください。

● 納め方
①�年金（老齢福祉年金を除く）の受給年額が18万円以上の方

保険料が年金から引き落としされます（特別徴収）。ただし、
年度の途中で65歳になった方や転入された方は、特別徴
収の条件に該当する場合でも、しばらくの間は普通徴収に
なります。
②�年金（老齢福祉年金を除く）の受給年額が18万円未満の方

 保険料を納付書または口座振替で個別に納めます（普通
徴収）。

● �保険料の減額
　以下に該当したときは、申請により保険料が減額される制
度がありますので、ご相談ください。
• 病気や災害などで、一時的に収入が著しく減少したとき
• 刑事施設等に1カ月以上収監されたとき
• 世帯全員の住民税が非課税で、親族などに扶養されてお

らず、収入、預貯金や資産が少なく、生計困難者と認めら
れたとき

● �納付が困難なときは
　やむを得ない事情により、滞納保険料の一括納付が困難に
なったときは、申請により、2年を限度に分割して納めること
ができます。介護保険課滞納整理担当までご相談ください。

● �保険料を滞納すると
　所定の延滞金が加算されるほか、介護保険サービス利用
時に給付が制限される場合があります。

「第2号被保険者」
　40歳から64歳までの医療保険（健康保険）に加入している
方です。
●  保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づいて決め
られ、医療保険料とあわせて納めます。

●  詳しくは加入している医療保険の保険者またはお勤め先（杉
並区国民健康保険に加入している方は、国保年金課国保資格
係）にお問い合わせください。

● 16種類の特定疾病
1. がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回

復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。）
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキ

ンソン病【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関

節症

　介護保険のサービスが必要になったら、要介護（要支援）認
定の申請をしてください。
　第1号被保険者は原因を問わず、第2号被保険者は下記の特
定疾病が原因であれば、申請できます。
※ 主治医の氏名・診療科・医療機関名・所在地・電話番号が分かるもの

をご持参ください。
　第2号被保険者の方は健康保険証も必要です。
● 申請窓口

地域包括支援センター（ケア24）
介護保険課

認定の申請 介護保険課認定係
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74 杉並区役所 ☎03-3312-2111（代表）　※施設の問い合わせは44～57ページをご参照ください

サービスの利用 介護保険課給付係

要介護1～5と認定された方が利用できるサービス 介護保険課給付係

サービスの利用のしかた
　認定結果（要介護状態区分）によって利用できないサービスがあります。

サービスの利用料について
　サービスを利用する方は、サービス費用の1割から3割を負担します。

在宅でサービスを利用したい 施設に入所したい

居宅介護支援事業者（要支援の場合は地域包括支援センター）に
依頼し、ケアプランを作成してもらいます。

サービス事業者と契約します。

ケアプランに基づいて在宅サービスを利用します。

入所を希望する介護保険施設に直接申し込み、契約します。

入所した施設でケアマネジャーがケアプランを作成します。

ケアプランに基づいて施設サービスを利用します。

施設サービス
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）※
※原則、要介護3以上の方が利用できます。
介護老人保健施設（老人保健施設）
介護療養型医療施設（療養病床等）
介護医療院

地域密着型サービス
　住みなれた地域での生活を支えるためのサービスです。
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
地域密着型通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

居宅サービス
● 自宅に訪問

訪問介護（ホームヘルプサービス）
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導

● 施設に通う
通所介護（デイサービス）
通所リハビリテーション（デイケア）

● 短期間の宿泊
短期入所生活介護（ショートステイ）
短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

● その他
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等）
福祉用具貸与
福祉用具購入費の支給
住宅改修費の支給
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利用者負担の軽減 介護保険課給付係

要支援1、2と認定された方が利用できるサービス 介護保険課給付係

高額介護サービス費の支給
　同じ月内に支払った介護保険サービス費が、利用者負担の
上限額を超えた場合、超えた分を高額介護サービス費として支
給します。初めて該当した場合、約2カ月後に申請書が届きます

（次回以降については、登録口座に振り込まれます）。

高額医療・高額介護合算サービス費の支給
　介護保険の被保険者が1年間（8月1日から翌年7月31日）に
支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、負担限
度額を500円以上超えた場合に、申請によりその超えた金額を
支給します。

地域密着型サービス
　住みなれた地域での生活を支えるためのサービスです。
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）※
※要支援1の方は利用できません。

（注） 要支援1、2の「訪問介護」と「通所介護」は、介護予防・生活
支援サービス事業での利用となります。

生計困難者への利用者負担額の軽減
　世帯全員の住民税が非課税で、親族などに扶養されておらず、
収入、預貯金や資産が一定の基準以下で、生計困難者と認めら
れた場合、施設や在宅サービスの利用者負担額を軽減します。
なお、軽減を実施する事業者としない事業者があります。

利用者負担額の減免
　病気や災害などで一時的に収入が著しく減少した場合、利用
者負担額を減免する制度があります。

施設を利用した場合の居住費・食費の自己負担限度額
　世帯全員が住民税非課税で、本人および配偶者の所得や預
貯金などの要件を満たす場合、介護保険施設に入所・入院した
場合の食費・居住費（滞在費）の軽減があります。介護保険課給
付係に申請し、「負担限度額認定証」の交付を受けることが必要
です。対象施設は「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）」、

「介護老人保健施設（老人保健施設）」、「介護療養型医療施設
（療養病床など）」、「介護医療院」、「短期入所生活介護（ショー
トステイ）」、「短期入所療養介護（医療型ショートステイ）」です。

居宅サービス
● 自宅に訪問

介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導

● 施設に通う
介護予防通所リハビリテーション（デイケア）

● 短期間の宿泊
介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）
介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

● その他
介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等）
介護予防福祉用具貸与
介護予防福祉用具購入費の支給
介護予防住宅改修費の支給
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