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国 民 健 康 保 険

医療保険課国民健康保険資格係　☎5662-0560
日本に住んでいる方は全て、公的医療保険に加入し
なければなりません（国民皆保険制度）。この制度は、
病気やけがをしたとき、医療費を全額負担しなくても、
一部負担で医療を受けられるように世帯の収入（所得）
に応じて保険料を支払い、お互いに助け合う相互扶助
制度です。
国民健康保険に加入しなければならない方は、０～
74歳で、次の①～⑤以外の方です。
①�職場の健康保険・船員保険・共済組合に加入してい
る方とその扶養家族
②�土木建設業・理容美容業など同業同種の国民健康保

国民健康保険制度 険組合に加入している方
③生活保護を受けている方
④在留期間３カ月以下の外国籍の方（特例を除く）
⑤65歳以上で後期高齢者医療制度に加入している方

区役所区民課・各事務所（➡P25）�
医療保険課国民健康保険資格係　☎5662-0560
国民健康保険に加入すると、被保険者として一人に
１枚の国民健康保険被保険者証（保険証）が交付され
ます。保険証は、医療機関で診療を受けるとき、被保
険者であることを証明する大切なものです。また、２
年に１度、一斉更新があります。

国民健康保険被保険者証（保険証）の交付

区役所区民課・各事務所（➡P25）
次のようなときは、必ず14日以内に区役所区民課・各事務所の保険年金係に届け出てください。

【届け出時に共通で必要なもの】
　本人確認ができるもの（マイナンバーカード（※）、運転免許証、パスポートなど）、個人番号の確認ができる
もの（マイナンバーカード（※）、通知カード、マイナンバー記載の住民票）
　（※）マイナンバーカードの場合は、1枚で本人確認および個人番号確認ができます。
◎世帯主以外の方が手続きをするときは、代理権の確認ができるもの（委任状など。世帯主と同じ世帯の方は不
要）、代理人の本人確認ができるもの、世帯主の個人番号が確認できるものが必要です。

こんなとき 届け出に必要なもの（上記以外）

国
保
に
入
る
と
き

江戸川区に転入したとき 上記の共通で必要なもののみ
職場の健康保険をやめたとき（退職など) 職場の健康保険をやめた証明書（資格喪失証明書・退職証明書・離職票など）
職場の健康保険など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（扶養削除証明書など）
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の方が住民基本台帳に登録されたとき 在留カード、パスポート
※外国籍で住民登録をしている方は国民健康保険に必ず加入しなければなりません（職場の健康保険に加入している方を除く）。
※保険料は原則「口座振替」で納めていただきます。口座振替用口座のキャッシュカードなどをお持ちください（➡P80）。

国
保
を
や
め
る
と
き

江戸川区から転出するとき 保険証
職場の健康保険などに加入、または被扶養者になったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書

そ
の
他

江戸川区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 世帯全員の保険証

外国籍の方が在留資格を更新・変更したとき 保険証、在留カード、パスポート
修学のため、世帯とは別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書、住民票
保険証をなくした（再交付）、または汚れて使えなくなったとき 本人確認ができるもの（元の保険証が残っている場合は返却）

■ほかの保険に加入された方は
就職や扶養家族になるなどにより、ほかの保険に加入した場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
勤務先の健康保険などへ加入しても、自動的に国民健康保険をやめることはできませんので、区役所区民課・各
事務所の保険年金係で手続きをしてください。

国民健康保険の届け出

保険・年金・税金
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医療保険課国民健康保険資格係　☎5662-0560
70歳になると、医療費の自己負担割合を記載した

「高齢受給者証」が交付されます。自己負担割合は所
得に応じて決定します。国民健康保険に加入している
方には誕生日の月末（１日が誕生日の方は前月末）ま
でにお送りします。
高齢受給者証は誕生日の翌月（１日が誕生日の方は
誕生月）から使用できますので、保険証と一緒に病院
などの窓口で提示してください。

医療保険課国民健康保険資格係　☎5662-0560
国民健康保険料（保険料）は世帯内の加入者数と加
入者の前年の所得、年齢に応じて計算します。納付義
務者は世帯主です。
保険料は、毎年６月に決定し、「決定通知書」でお知
らせします。１年分（４月～翌年３月の12カ月分）
の保険料を、10回（６月～翌年３月）に分けて納付
します（１回の納付分が１カ月分の保険料ではありま
せん）。
年度途中に加入した場合は加入月から、やめた場合
はその前月分（やめた日が末日の場合は当月分）まで
の保険料を月割りで計算します。
なお、世帯の異動（転入・転出・出生・死亡など）
や所得金額などの変更があった場合は、その都度「変
更通知書」で変更後の保険料をお知らせします。
■�倒産や解雇などにより失業した方（特例対象被保険
者等）の保険料軽減
医療保険課国民健康保険資格係　☎5662-0560
次の①・②両方の条件に該当する方は、届け出によ
り、前年の給与所得を100分の30に軽減して保険料
を計算します。区役所区民課・各事務所（➡P25）の
保険年金係へ届け出てください。
①離職日現在、65歳未満の方
②「雇用保険受給資格者証」が交付されている方で、
離職理由の番号が11・12・21・22・23・31・
32・33・34の方（「特定受給資格者」または「特
定理由離職者」）
　軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その翌
年度末までです。
届け出に必要なもの　�保険証、雇用保険受給資格者証

（コピー不可）、該当の方の個人
番号の確認ができるもの、本人
確認ができるもの

※�高額療養費、限度額適用認定証などの所得区分につ
いても同様の取り扱いをします。

医療保険課収納係　☎5662-0795
保険料のお支払いは「口座振替」でお願いします。
■口座振替によるお支払い
金融機関（銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など）の
預金口座から、自動的に支払う方法です。毎月納めに
行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。引き
落とし日は６月～翌年３月の毎月末日です。ただし、
末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日です。
区民課および各事務所の保険年金係の窓口では、
キャッシュカードを専用端末に通し、暗証番号を入力
するだけで口座振替の申し込み手続きが即完了する
サービスを実施しています。
利用できる金融機関についてはお問い合わせくださ
い。
口座振替ができない場合
■納付書によるお支払い
金融機関（銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など）、
コンビニエンスストア、区役所区民課・各事務所の窓
口でお支払いいただく方法です。納められるコンビニ
エンスストアは、納付書裏面に記載してあります。
■年金からのお支払い（特別徴収）
医療保険課国民健康保険資格係　☎5662-0560
国民健康保険の加入者全員が65～74歳である世帯
の保険料は、原則として世帯主の年金からのお支払い
になります。
ただし、次の世帯は該当しません。
・世帯主が国民健康保険に加入していない場合
・世帯主の年金が年額18万円未満の場合
・国保保険料と介護保険料の１回当たりの徴収合計
額が、世帯主の１回当たりの年金受給額の２分の
１を越える場合
・世帯主が年度の途中に75歳を迎える場合
※�対象となる世帯には、「保険料決定通知書」または
「仮徴収決定通知書」でお知らせします。
◎�事前の届け出により、「年金からのお支払い」を「口
座振替」に変更できます。詳しくは、医療保険課ま
たは区役所区民課・各事務所の保険年金係へお問い
合わせください。

区役所区民課・各事務所（➡P25）
災害などの特別な事情により一時的に生活が苦しく、
保険料の支払いが困難になった世帯の方は、一定の基
準に該当する場合、保険料を減額・免除できる制度が
あります。お早めにご相談ください。

70歳を迎えたとき

国民健康保険の退職者医療制度国民健康保険料

保険料の納め方

保険料のお支払いに困ったときは
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給付について⇨医療保険課国民健康保険給付係　☎5662-8053�
手続きについて⇨区役所区民課・各事務所（➡P25）
【申請時に共通で必要なもの】
本人確認ができるもの（マイナンバーカード（※）、運転免許証、パスポートなど）、個人番号の確認ができる
もの（マイナンバーカード（※）、通知カード、マイナンバー記載の住民票）、保険証、印鑑
　（※）マイナンバーカードの場合は、1枚で本人確認および個人番号確認ができます。
◎世帯主以外の方が手続きをするときは、代理権の確認ができるもの（委任状など。世帯主と同じ世帯の方は不
要）、代理人の本人確認ができるもの、世帯主の個人番号が確認できるものが必要です。

こんなとき 給付の内容 申請に必要なもの（上記以外）
①�旅先での急病など、緊急、そのほ
かやむを得ない事情で、医療機関
などに保険証を提出できなかった
とき

真にやむを得ない事情があったかを審査し、保
険診療を基準に算定した額の国保負担分を払い
戻します

診療報酬明細書など（診療明細書は不可）、領収書、
世帯主の口座番号が分かるもの

②旅行などで渡航し、緊急かつやむ
を得ず診療を受けたとき
　※�治療目的で渡航した場合は支給
されません。

日本で保険診療と認められるものについて、日
本で診療を受けた場合の標準額と実際に海外で
支払った医療費を比較し、少ない方の額を基準
に算定した額の国保負担分を払い戻します
※�海外の公的保険が適用される場合は、療養費
が支給されないことがあります。

診療内容の明細書（※）、医療費の内容の分かる
領収書（※）、治療に係る渡航期間が確認できる
パスポート、世帯主の口座番号が分かるもの
※いずれも日本語の訳文の添付が必要です。

③�医師が必要と認めるはり、きゅう、
あん摩、マッサージの施術を受け
たとき（受領委任以外）

保険診療を基準に算定した額の国保負担分を払
い戻します

医師の同意書、施術内容明細書、施術料金領収書、
世帯主の口座番号が分かるもの

④�医師の指示により、コルセットな
どの補装具を作ったとき
　※�原則として、既製品は対象とな
りません。

保険診療を基準に算定した額の国保負担分を払
い戻します

医師による指示・装着を証明する書類、領収書（内
訳の記載のあるもの）、靴型装具は当該装具が確
認できる写真、世帯主の口座番号が分かるもの

⑤�移動が困難な重病人が緊急的かつ
やむを得ず、医師の指示により移
送されたとき

最も経済的な経路・方法により、現に要した費
用の額を支給します

移送を必要とする医師の意見書、移送費用の領収
書、世帯主の口座番号が分かるもの

⑥加入者が出産したとき

世帯主に出産育児一時金42万円を支給します。
妊娠12週（85日）以上であれば死産・流産で
も支給します
※�出産育児一時金を、区が医療機関に直接支払
う「直接支払制度」または「受取代理制度」
を利用する場合は医療機関に相談してくだ
さい。

［直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合］
母子健康手帳、死産・流産の場合は医師の証明書、
出産費用が分かる領収書・明細書など、直接支払
制度を利用しない旨の合意文書、世帯主の口座番
号が分かるもの
※�直接支払制度を利用する場合は、医療機関で手
続きをします（区役所での手続きは不要です）。

⑦加入者が亡くなったとき 葬祭を行った方に葬祭費７万円を支給します
葬儀費用の領収書など（葬祭を行ったことが確認
できるもの）、葬祭を行った方の口座番号が分か
るもの

※事由が発生した日の翌日から２年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
※生血を輸血した場合（親族間は除く）の申請については、お問い合わせください。

給付の内容と手続き

平日に手続きができない方に休日臨時窓口を開設
仕事の都合などで平日に手続きができない方のために、特定の日曜日に国民健康保険の臨時窓口を開設しています。�
詳しい日程・時間・業務内容などは、「広報えどがわ」・区ホームページでご確認ください。
業務内容
国民健康保険料の納付・納付相談、口座振替の手続き、保険証の更新、加入・脱退などの手続き　
医療保険課収納係　☎5662-0795
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■限度額適用認定証・入院中の食事代の減額
医療保険課国民健康保険給付係　☎5662-8053
入院・外来などで医療費が高額になる場合、事前に
限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示する
ことで、医療機関への支払いが自己負担限度額までに
なります。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食
事代も減額されます。なお、限度額適用認定証の交付
には申請が必要です。
※申請した月の初日から適用となります。
■高額療養費の支給
医療保険課国民健康保険給付係　☎5662-8053
医療機関などで診療を受けて、同一月に支払った医
療費（保険診療分）が自己負担限度額（世帯の所得に
よって異なります）を超えたときは、「高額療養費支
給申請書」をお送りします。申請後に自己負担限度額
を超えた額を支給します。
※申請書は、診療月から約３カ月後に世帯主へお送り
します。
※入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
※同じ月、同じ医療機関ごとに計算します。入院・外
来は別々に計算します。
■高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険課国民健康保険給付係　☎5662-8053
世帯内で国民健康保険と介護保険の自己負担額を合
算して高額になったときは、世帯の自己負担限度額
（毎年８月～翌年７月末の年額）を超えた額が、申請
により「高額介護合算療養費」として支給されます。
※国民健康保険と介護保険の両方に自己負担額がある
世帯が対象となります。
■特定疾病の場合
医療保険課国民健康保険給付係　☎5662-8053
人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病などの治
療を受けている方は、「特定疾病療養受療証」を医療機
関に提示すれば、医療費の自己負担限度額が減額され
ます。
※申請した月の初日から適用となります。

■医療費の一部負担金（自己負担分）の減免
医療保険課国民健康保険給付係　☎5662-8053
災害などの特別な事情により生活が苦しく、医療機
関などで診療を受けるときの一部負担金の支払いが困
難なときは、一定の基準に該当する場合、一部負担金
を減額・免除できる制度があります。原則として期間
は３カ月以内です。お早めにご相談ください。
■結核・精神医療給付金制度
医療保険課国民健康保険給付係　☎5662-8053
住民税が非課税で結核・精神の通院医療を受けてい
る方は、一定の基準に該当する場合、申請により自己
負担金の給付が受けられます。
①結核の通院医療を受けている方で、住民税非課税の
場合は、申請により「結核医療費給付金受給者証」
を交付します。
②精神の通院医療を受けている方で、住民税非課税世
帯の場合は、申請により「国保受給者証（精神通院）」
を交付します。
※この制度を利用するためには、先に江戸川保健所
（保健予防課）へ東京都医療費助成制度の申請が必
要です。

江戸川年金事務所　☎3652-5106
健康保険・厚生年金保険の適用事業所に常時勤務し
ている方は、強制的に健康保険・厚生年金保険の被保
険者となります。なお、パートタイム勤務などの場合
も、勤務日数・時間が一定の条件を満たしていれば健
康保険・厚生年金保険の被保険者となります。また、
国民健康保険組合に加入している事業所は、厚生年金
保険の適用を受けることができます。
そのほか、日々雇用されている方・季節的業務で雇
用されている方は最寄りの年金事務所へお問い合わせ
ください。なお、船員保険については全国健康保険協
会船員保険部（☎6862-3060･☎0570-300-800）へ
お問い合わせください。

健康保険・厚生年金保険などの窓口は

年　　金

地域振興課国民年金係　
☎5662-0574　 3652-9856

国民年金は、年をとったときや病気・けがなどで障
害が残った場合などに年金を支給し、安定した生活を
維持できるようにする制度です。
■加入者
日本国内に住む20～60歳未満の全ての方は、必ず

将来の生活の支えに国民年金 加入します。
第１号被保険者⇨自営業・農業・学生・無職などの方
※60～65歳未満の方・海外在住の日本人で希望する
方も加入できます（任意加入）。
※65～70歳未満の方は、受給資格を満たすまで加入
できます。
第２号被保険者⇨職場の年金（厚生年金保険）に加入
している方
第３号被保険者⇨第２号被保険者に扶養されている配
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偶者で20歳以上60歳未満の方（扶養者の勤め先の
事業主を通して江戸川年金事務所に届け出てくださ
い）
■保険料の納付
送付される納付書により、お近くの金融機関（銀
行・信用金庫・ゆうちょ銀行など）、コンビニエンス

地域振興課国民年金係　☎5662-0574
区役所区民課・各事務所（➡P25）
保険料が納められないときのため、免除制度と納付
猶予制度があります。それぞれ申請が必要です。
■申請免除
　申請により１年間の保険料の全額、3/4、半額、
1/4が免除されます（本人・世帯主・配偶者のそれぞ
れの所得審査があります）。
※退職者については、所得制限に特例があります。
■学生納付特例制度
　大学・専門学校などの学生で、年間所得が基準以下
であることが条件です。在学中の保険料を10年間は
追納（後払い）できます。受給資格期間には算入され
ますが、追納しないと受給額には計算されません。
■納付猶予制度
　所得の低い50歳未満の方で、世帯主の所得に関係

国民年金保険料の免除・納付猶予制度の申請

地域振興課国民年金係　☎5662-0574
次のようなときは必ず区役所区民課・各事務所（➡P25）に届け出てください。

【届け出時に共通で必要なもの】
　本人確認ができるもの（マイナンバーカード（※）、運転免許証、パスポートなど）、個人番号を確認できるも
の（マイナンバーカード（※）、通知カード、マイナンバー記載の住民票）、印鑑
　（※）マイナンバーカードの場合は、1枚で本人確認および個人番号確認ができます。

こんなとき 必要なもの 提出者
厚生年金保険をやめたとき 年金手帳、離職証明などの退職日確認ができるもの 本人または世帯主

左記提出者以
外の方がお手
続きする場合
は、委任状、
代理人の本人
確認ができる
ものおよび印
鑑が必要で
す。

自分を扶養している配偶者が、厚生年金をや
めたとき、または65歳になったとき、
増収などにより扶養からはずれたとき

年金手帳、配偶者の退職日確認ができるもの
・資格喪失証明書、退職証明書、離職票
・扶養削除証明書など

本人または世帯主

受給資格期間が足りないため任意加入する
とき、または受給金額の増額のため任意加入
するとき

年金手帳、通帳、通帳の届出印
※60歳到達日以後の手続きとなります。

本人

付加保険料の納付・辞退の申し出（国民年金
基金との同時加入はできません） 年金手帳　 本人

20歳になったとき

※後日、日本年金機構から国民年金加入通知が届き
ます。ただし、保険料の前納割引納付および付加保
険料の納付を希望する場合は、20歳到達の前日か
ら手続きが可能です。

前納申出⇒本人または世
帯主
付加保険料の納付申出
⇒本人

海外居住で国民年金保険に任意加入するとき 地域振興課国民年金係にお問い合わせください。� �

※�厚生年金保険に加入している配偶者の扶養になったとき（20～ 60歳未満）は、配偶者の勤務先に届け出てください。

国民年金に加入するための手続き

ストアで納めてください。保険料についてのお問い合
わせは、江戸川年金事務所（☎3652-5106）へ。
※保険料の納付が困難な方には免除制度があります。
※第１号被保険者以外の方は、ほかの制度（厚生年金
保険）から保険料を納めます。

なく本人と配偶者の前年所得基準で判定されます。保
険料を10年間は追納（後払い）できます。受給資格
期間には算入されますが、追納しないと受給額には計
算されません。

地域振興課国民年金係　
☎5662-0574　 3652-9856

①平成３年３月以前に国民年金任意加入対象であっ
た学生または、②昭和61年３月以前に国民年金任意
加入対象であった被用者（厚生年金、共済組合などの
加入者）の配偶者で、当時、任意加入していなかった
期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金１・２級
相当の障害に該当する方が対象です。65歳の誕生日
の前々日までに請求してください。
※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを
受給することができる方は対象になりません。また、
給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必
要になります。

特別障害給付金
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地域振興課国民年金係　☎5662-0574　 3652-9856
次のようなときに年金を受け取れます。窓口での相談や問い合わせには、事前の予約が必要です。

老齢基礎年金 
年金保険料を納めた期間と免除された期間などを合わせて10年以上ある方が、原則として65歳以上になったときに受給で
きます。
※新たに老齢基礎年金の対象となる方には、65歳の誕生日の約３カ月前に、日本年金機構から年金請求書が届きます。

障害基礎年金 
原則として、国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがで日常生活に著しく支障のある障害となったときに、受
給要件を満たしている場合に支給されます。
※受給要件（保険料の納付要件など）については、お問い合わせください。

遺族基礎年金 
国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子（障害の
状態にある場合は20歳未満）のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
※死亡した方が受給要件（保険料の納付要件など）を満たしている必要がありますので、詳しくはお問い合わせください。

寡婦年金 第１号被保険者の保険料を納めた期間（免除された期間などを含む）が10年以上ある夫が年金を受け取らずに死亡したとき
※婚姻期間が10年以上ある妻に60～ 65歳の間支給されます。

死亡一時金 第１号被保険者として保険料を３年以上納めた方が年金を受け取らずに死亡したとき

次のようなときは手続きが必要です。また、各個人で届け出に必要なものが異なりますので、事前にお問い合
わせください。

こ　ん　な　と　き 手続き先

老齢基礎年金の請求
第１号被保険者期間のみの方 区役所地域振興課国民年金係

☎5662-0574
第１号被保険者期間のほかに第２号被保険者期間、第３号被保険者期間な
どのある方

江戸川年金事務所
☎3652-5106

障害基礎年金の請求
初診日に第１号被保険者として加入中の方または初診日が20歳前の方 区役所地域振興課国民年金係

☎5662-0574

初診日に第３号被保険者として加入中の方 江戸川年金事務所
☎3652-5106

遺族基礎年金の請求
第１号被保険者として加入中の方が亡くなったとき 区役所地域振興課国民年金係

☎5662-0574

第３号被保険者として加入中の方が亡くなったとき 江戸川年金事務所
☎3652-5106

未支給年金の請求
障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の受給者が亡くなったとき 区役所地域振興課国民年金係

☎5662-0574

老齢基礎年金・厚生年金の受給者が亡くなったとき 江戸川年金事務所
☎3652-5106

そ　の　ほ　か

寡婦年金 区役所地域振興課国民年金係
☎5662-0574死亡一時金

脱退一時金 江戸川年金事務所
☎3652-5106年金の相談

※第１号・第２号・第３号被保険者（➡P82）

国民年金の給付

国民年金の請求など

年金生活者支援給付金
地域振興課国民年金係　☎5662-0574
江戸川年金事務所　　　☎3652-5106
年金生活者を支援するための年金生活者支援給付金

は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金
額やそのほかの所得が一定以下の年金受給者の生活を
支援するため、年金に上乗せして支給されます。

種別 支給要件

老齢年金生活者支援給付金
・65歳以上で老齢基礎年金の受給者
・前年の年金額とその他の所得の合計金額が879,300円以下（令和元年度額）
・同一世帯の全員の区民税が非課税

障害年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金

・障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者
・前年の所得が
　（4,621,000円＋扶養親族の数×38万円）以下
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後 期 高 齢 者 医 療 制 度

医療保険課高齢者医療係　☎5662-1415
75歳になると、それまで加入していた医療保険（国
民健康保険・被用者保険など）から「後期高齢者医療
制度」に移行します。なお、65～74歳の方で申請に
より一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連
合（広域連合）から認定された方も加入することがで
きます（障害認定を受ける場合は、認定要件について
お問い合わせください）。
■対象となる方（被保険者）
①75歳以上の方⇨75歳の誕生日当日から対象になり
ます。
※後期高齢者医療制度の被保険者証（保険証）は、
75歳の誕生日までに簡易書留郵便でお送りします。

後期高齢者医療制度
②65～74歳の一定の障害がある方⇨区に申請し、広
域連合の認定を受けた日から対象になります。
◎障害認定を受けるための届け出
障害の状態を明らかにするために「身体障害者手帳」
などを添えて、届け出てください。
■制度の運営
東京都内の全ての区市町村が加入する「東京都後期
高齢者医療広域連合」が、運営主体となります。
◎広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料率の決定、医療の給付な
ど、制度の運営を行います。
　⇨広域連合お問合せセンター　☎0570-086-519
◎区が行うこと
保険証の引き渡し、保険料の徴収・納付相談、住所
変更や各種申請などの受け付け

年金相談　☎0570-05-1165
受付時間　月８時30分～19時
　　　　　火～金８時30分～17時15分
　　　　　第２土９時30分～16時
※第２土�以外の�　�　、12月29日～１月３日を除く。
※�050からはじまる電話でかける場合は☎03-6700-
1165へ。
予約受付専用電話　☎0570-05-4890
※�050からはじまる電話でかける場合は☎03-6631-
7521へ。
受付時間　月～金８時30分～17時15分
※土�日�　�　、12月29日～１月３日を除く。

�年金に関するご相談は
「ねんきんダイヤル」

祝休

祝休

自営業者など、国民年金に加入している方が、より
充実した年金を受けられるように、任意で加入する公
的な年金制度です。
加入・問い合わせ　全国国民年金基金　�
☎0120-65-4192

福祉推進課庶務係　☎5662-0031
旧軍人・軍属の方の恩給、そのほか各種給付金など
の相談や受け付けなどを行っています。

国民年金基金

�旧軍人軍属・戦傷病者・
戦没者遺族・引き揚げ者の方に
恩給・年金など
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医療保険課高齢者医療係　☎5662-1415
保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料率は２年ごとに見直し、保険料の額は、前年の
所得などに基づいて広域連合で計算され、７月に１年
間分の保険料額をお知らせします。
※保険料は被保険者となった月から発生し、資格を喪
失した場合はその前月分までかかります。年度の途
中で被保険者となった場合や資格を喪失した場合は、
翌月以降に保険料額を計算し、お知らせします。

医療保険課収納係　☎5662-0795
①年金からのお支払い
原則として、介護保険料が引かれている年金からお
支払いいただきます。
※�年度の途中で75歳になった方や転入してきた方
（一定期間のみ）、対象となる年金額が年額18万円
未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合
計額が対象となる年金受給額の1/2を超える方は、
次の②の方法で納めてください。
②口座振替や納付書によるお支払い
口座振替または区から郵送する納付書により金融機
関（銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など）、コンビニ
エンスストア、区役所区民課・各事務所の窓口などで
納めてください。納められるコンビニエンスストアは、
納付書裏面に記載してあります。

保険料

保険料の納め方

医療保険課高齢者医療係　☎5662-1415
災害などの特別な事情により一時的に生活が苦しく、
保険料の支払いが困難になった方は、一定の基準に該
当する場合、保険料を減額・免除できる制度がありま
す。お早めにご相談ください。

医療保険課高齢者医療係　☎5662-1415
■医療機関で受診するとき
医療機関で受診するときは、「後期高齢者医療被保険
者証」（保険証）を医療機関の窓口に提示してください。
医療機関で支払う医療費の自己負担割合は、保険証に
記載されています。
※世帯全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標
準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示する
ことにより、保険診療分の自己負担額が一定の限度
額までとなります。入院中の食事代も減額されます。
必要な方は申請してください。
■高額療養費の支給
医療機関などで診療を受けて、同一月に支払った医
療費（保険診療分）が自己負担限度額を超えたときは、
「高額療養費支給申請書」をお送りします。申請後に
自己負担限度額を超えた分が支給されます。なお、一
度申請を行い振込口座が登録されると、２回目以降の
申請は不要となります。
※複数の病院・診療所・調剤薬局などで受診している
場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、自己
負担額を合算します（外来分は個人ごと）。
※入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代
などは除きます。

保険料のお支払いに困ったときは

給付の内容と手続き

医療保険課高齢者医療係　☎5662-1415　区役所区民課・各事務所（➡P25）の保険年金係
次のようなときは、必ず14日以内に区役所区民課・各事務所の保険年金係に届け出てください。

【届け出時に共通で必要なもの】
本人確認ができるもの（マイナンバーカード（※）、運転免許証、パスポートなど）、個人番号の確認ができる
もの（マイナンバーカード（※）、通知カード、マイナンバー記載の住民票）、印鑑
　（※）マイナンバーカードの場合は、1枚で本人確認および個人番号確認ができます。
◎被保険者以外の方が手続きをするときは、代理権の確認ができるもの（委任状など。被保険者と同じ世帯の方
は不要）、代理人の本人確認ができるもの、被保険者の個人番号が確認できるものが必要です。

こんなとき 必要なもの（上記以外）

都外から江戸川区に転入したとき 負担区分等証明書（加入者に前住所地で発行）

都外へ転出するとき 保険証

都・区内で住所が変わったとき 転居届によって自動的に住所変更をしますので、手続きの必要はありません

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

届け出
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■葬祭費
葬祭を行った方の申請により葬祭費７万円を支給し
ます。
※申請書類は、原則として被保険者の住所に郵送します。
※ほかの健康保険などから葬祭費に相当する給付を受
ける場合は申請できません。

〔必要なもの〕　申請書類（区から郵送します）、亡く
なった方の保険証・個人番号の確認ができるもの、
葬儀費用の領収書の写し（領収書がない場合は葬祭

■医療費の払い戻しが受けられる場合
次のような場合は、かかった医療費を全額本人が支払い、後日、必要事項を記入した支給申請書を必要書類と
ともに窓口に提出することで、一部負担金以外の部分（⑤を除く）について払い戻しを受けることができます（審
査の結果、広域連合が認めた場合に限られます）。
【申請時に共通で必要なもの】
本人確認ができるもの（マイナンバーカード（※）、運転免許証、パスポートなど）、個人番号の確認ができる
もの（マイナンバーカード（※）、通知カード、マイナンバー記載の住民票）、保険証、印鑑
　（※）マイナンバーカードの場合は、1枚で本人確認および個人番号確認ができます。
◎被保険者以外の方が手続きをするときは、代理権の確認ができるもの（委任状など）、代理人の本人確認がで
きるもの、被保険者の個人番号が確認できるものが必要です。

こんなとき 給付の内容 申請に必要なもの（上記以外）
①�旅先での急病など、緊急、そのほかやむを
得ない事情で、医療機関に保険証を提示
できなかったとき

真にやむを得ない事情があったかを審査
し、保険診療を基準に算定した額の後期
高齢者医療制度負担分を払い戻します

診療報酬明細書、領収書、本人名義の口座番
号が分かるもの

②海外渡航中に急病で治療を受けたとき
　※�治療目的で渡航した場合は支給されま
せん。

実際に支払った金額と日本国内で保険診
療を受ける場合の金額を比較して、低い
方の金額の後期高齢者医療制度負担分を
払い戻します

診療内容の明細書（※）、医療費の内容の分か
る領収書（※）、療養を受けた方のパスポート、
本人名義の口座番号が分かるもの
※いずれも日本語の訳文の添付が必要です。

③�医師が必要と認めるはり、きゅう、あん摩、
マッサージの施術を受けたとき（代理受
領以外）

保険診療を基準に算定した額の後期高齢
者医療制度負担分を払い戻します

医師の同意書、施術料金領収書、本人名義の
口座番号が分かるもの

④�医師の指示により、コルセットなどの補装
具を作ったとき
　※�原則として、既製品は対象となりません。

保険診療を基準に算定した額の後期高齢
者医療制度負担分を払い戻します

補装具を必要とする医師の意見書または診断
書、領収書（内容の記載のあるもの）、本人名
義の口座番号が分かるもの

⑤�移動が困難な重病人が緊急的かつやむを
得ず、医師の指示により転院する場合な
どの移送に費用がかかったとき

最も経済的な経路・方法により、現に要
した費用の額を支給します

移送を必要とする医師の意見書、移送費用の
領収書、本人名義の口座番号が分かるもの

※事由が発生した日の翌日から２年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
※生血を輸血した場合（親族間を除く）の申請についてはお問い合わせください。

を行ったことが確認できるもの）、申請者名義の口
座番号が分かるもの、申請者の本人確認書類、印鑑
■医療費の一部負担金（自己負担分）の減免
災害など特別な事情により生活が苦しく、医療機関
などで診療を受けるときの一部負担金の支払いが困難
な方は、一定の基準に該当する場合、申請により、一
部負担金が減額・免除されます。お早めにご相談くだ
さい。

■高額医療・高額介護合算療養費制度
世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担
額を合算して高額になったときは、世帯の自己負担限
度額（毎年８月～翌年７月末の年額）を超えた額が、
申請により「高額介護合算療養費」として支給されま
す。
※後期高齢者医療制度と介護保険の両方に自己負担額
がある世帯が対象となります。

■特定疾病の場合
人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病などの治
療を受けている方は、医療費の自己負担限度額が減額
されます。
※「特定疾病療養受療証」が必要ですので申請してく
ださい。申請した月の初日から認定となります。
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税　　金

課税課課税第一・二係　☎5662-1008・1009
■税がかかる方
①１月１日現在、区内に住所があり、前年中（１月
１日～12月31日）に所得があった方（所得割と
均等割）
②区内に住所はないが、区内に事業所・事務所・家
屋がある方（均等割）

■税がかからない方
①１月１日現在、生活保護法により生活扶助を受け
ている方
②障害者・未成年者・寡婦・寡夫の方で前年の合計
所得金額が125万円以下の方
※令和３年度分以降は障害者・未成年者・ひとり親・
寡婦の方で、前年の合計所得金額が135万円以
下の方
③前年の合計所得金額が江戸川区特別区税条例に定
める金額以下の方

■申告をしなければならない方
①前年中に所得があった方
②国民年金・国民健康保険・児童手当などの手続き
で税の情報を必要とする方

■申告をしなくてもよい方
①前年中に所得がなかった方
②前年中の所得が給与所得だけで勤務先から給与支
払報告書の提出があった方
③所得税の確定申告をした方
④公的年金のみの収入で65歳以上⇨155万円以下、
65歳未満⇨105万円以下の方

申告期限　毎年３月15日
税　　率　�①均等割額�

　特別区民税3000円／都民税1000円�
②所得割額　特別区民税６％／都民税４％

　　　　※�ただし、緊急に実施する防災・減災事業の
財源確保のため、平成26年度から令和５
年度まで、特別区民税・都民税の均等割額
がそれぞれ500円引き上げられています。
（特別区民税3500円／都民税1500円）

■�お住まいの地域によってお問い合わせ先が異なります
区民課・小松川事務所管内の方⇨
� 納税課納税第一係　☎5662-1013
小岩・東部・鹿骨事務所管内の方⇨
� 納税課納税第二係　☎5662-6354
葛西事務所管内の方⇨
� 納税課納税第三係　☎5662-6361

特別区民税・都民税の申告

特別区民税・都民税の納付

納　　期　�６・８・10月末と翌年１月末の４回。お
勤めの方は、原則毎月の給料から差し引か
れ、会社が翌月10日までに納入します。

納付場所　�金融機関（銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行
など）、コンビニエンスストア、区役所納
税課・区民課、各事務所（➡P25）

課税課諸税係　☎5662-1007
１箱（20本入り）490円のたばこの場合、113円
の特別区たばこ税がたばこを買った区に納められま
す。
※令和２年10月と令和３年10月の２回にわたり、１
箱当たりそれぞれ8.6円ずつ税率が引き上げられる
予定です。

課税課諸税係　☎5662-1007
４月１日現在、区内に定置場のある原動機付自転車・
軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車をお持
ちの方に課税されます（税額は右表のとおり）。な
お、廃車・譲渡・定置場変更・住所変更などをした場
合は、下記に届け出をしてください。
■原動機付自転車・小型特殊自動車（江戸川区ナン
バー）
区役所区民課・各事務所（➡P25）の庶務係　
※手続きについて（➡P38）
■二輪の軽自動車・二輪の小型自動車（足立ナンバー）
東京運輸支局足立自動車検査登録事務所　
〒121-0062　足立区南花畑5-12-1　
☎050-5540-2031
■軽自動車（足立ナンバー）
軽自動車検査協会東京主管事務所足立支所
〒120-0047　足立区宮城1-24-20　
☎050-3816-3102
納 期 限　５月末日
納付場所　�金融機関（銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行

など）、コンビニエンスストア、区役所納
税課・区民課、各事務所（➡P25）

特別区たばこ税

軽自動車税（種別割）
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税率表
○原動機付自転車、二輪車など

車種区分 税率（年額）

原動機付
自転車

50㏄以下 2000円
50㏄超90㏄以下 2000円
90㏄超125㏄以下 2400円
三輪以上のもの（ミニカーなど） 3700円

二輪の軽自動車（125㏄超250㏄以下） 3600円

二輪の小型自動車（250㏄超） 6000円

小型特殊
専ら雪上を走行するもの 3600円
農耕作業用 2400円
その他のもの 5900円

○四輪以上および三輪の軽自動車

車種区分
税率（年額）

旧税率 標準税率 重課税率
ア イ ウ

軽
自
動
車

三　輪 3100円 3900円 4600円

四
　
輪

乗用 営業用 5500円 6900円 8200円
自家用 7200円 1万800円 1万2900円

貨物 営業用 3000円 3800円 4500円
自家用 4000円 5000円 6000円

〈該当する車種〉
ア�平成27年３月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両に
適用
イ�平成27年４月１日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両に
適用
ウ�最初の車両番号の指定から13年を経過した車両に適用

○軽課税率（グリーン化特例）
車種区分 軽課税率（年額）

エ オ カ

軽
自
動
車

三　輪 1000円 2000円 3000円

四
　
輪

乗用 営業用 1800円 3500円 5200円
自家用 2700円 5400円 8100円

貨物 営業用 1000円 1900円 2900円
自家用 1300円 2500円 3800円

エ�オカ平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初めて
車両番号の指定を受けた車両は令和２年度、令和２年４月１日か
ら令和３年３月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた
車両は令和３年度に限り適用
エ�電気軽自動車・天然ガス軽自動車（平成30年排出ガス規制に適合、
または平成21年天然ガス車基準に適合かつNOx10％低減）
オ�乗用：令和２年度燃費基準＋30％達成車� �
貨物：平成27年度燃費基準＋35％達成車
カ�乗用：令和２年度燃費基準＋10％達成車� �
貨物：平成27年度燃費基準＋15％達成車� �
なお、オカについては、平成30年排出ガス規制に適合かつ
NOx50％低減、または平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ
揮発油（ガソリン）をうち燃料とする軽自動車に限る。

自動車取得税は、消費税率10％引上げ時（令和元
年10月１日）に廃止され、同時に軽自動車税において、
環境性能割が導入されました。
主たる定置場が区内にある場合、取得価額が50万
円を超える軽自動車を取得した際に、取得した方に課
せられます。燃費基準値達成度等に応じ、取得価額に
0.5％・１％・２％の税率又は非課税が適用されます。
※賦課徴収および減免などは、当分の間、東京都が行

軽自動車税（環境性能割）

います。
※令和元年10月１日から令和２年９月30日までの間
に自家用乗用車を取得した場合に限り、税率が１％
軽減されます。

納税課収納推進係　☎5662-6345
■口座振替制度（普通徴収）
金融機関（銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など）の
口座から納税する制度です。納税課へご連絡いただけ
れば口座振替依頼書をお送りします（区ホームページ
からもダウンロードできます）。
■モバイルレジ
モバイルバンキングを通じて、ご自宅に居ながら納
税できる方法です。

■�お住まいの地域によってお問い合わせ先が異なります
区民課・小松川事務所管内の方⇨
� 納税課納税第一係　☎5662-1013
小岩・東部・鹿骨事務所管内の方⇨
� 納税課納税第二係　☎5662-6354
葛西事務所管内の方⇨
� 納税課納税第三係　☎5662-6361
納税相談は常時、納税課窓口で受け付けています。
事前に電話連絡の上、早めにご相談ください。
■�区役所納税課・区民課、各事務所（➡Ｐ25）で納
められます
※延滞金がかかります。

（➡P38）

特別区民税・都民税⇨課税課課税第一・二係　�
☎5662-1008・1009�
軽自動車税（種別割）⇨課税課諸税係
� ☎5662-1007
生活保護を受けている方や災害に遭った方、生活が
著しく困難な方などで、特別区民税・都民税が納めら
れない場合はご相談ください。また、障害がある方の
ために使用する軽自動車などは、軽自動車税（種別割）
が減免になる場合があります。

便利な納税方法

納期後の納税は

課税・納税証明書をとるには

特別区税の減免
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時期 特別区税 都　　税 国　　税
４月 縦覧開始（６月末まで）

５月 軽自動車税（種別割） 自動車税（種別割）

申告所得税確定分の延納分の納付
個人事業者の消費税中間申告・納付
（前年年税額400万円超～ 4800万円以下）
� 第１期

６月 特別区民税（都民税を含む）�第１期 固定資産税・都市計画税� 第１期
７月 所得税（予定納税）� �第１期

８月 特別区民税（都民税を含む）�第２期 個人の事業税� 第１期

個人事業者の消費税中間申告・納付
（前年年税額400万円超～ 4800万円以下）
� 第２期
（　　〃　　48万円超～ 400万円以下）
� 第１期

９月 固定資産税・都市計画税� 第２期
10月 特別区民税（都民税を含む）�第３期

11月 個人の事業税� 第２期

所得税（予定納税）� 第２期
個人事業者の消費税中間申告・納付
（前年年税額400万円超～ 4800万円以下）
� 第３期

12月 固定資産税・都市計画税� 第３期

１月 特別区民税（都民税を含む）�第４期 認定長期優良住宅減額の申告� 31日まで
償却資産の申告　住宅用地の申告� 31日まで

２月 固定資産税・都市計画税� 第４期

３月 特別区民税の申告� 15日まで
　（都民税を含む）

個人の事業税の申告� 15日まで
事業所税（個人の事業にかかるもの）�15日まで
地方消費税（個人の事業にかかるものを消費
税の申告と併せて行う）� 31日まで

贈与税の申告・納付� 15日まで
所得税の確定申告・納付� 15日まで
個人事業者の消費税の確定申告・納付
� 31日まで

毎月

特別区民税特別徴収分
　（都民税を含む）� ６月～翌年５月
特別区たばこ税
入湯税

都たばこ税　軽油引取税　ゴルフ場利用税
都民税配当割
都民税利子割　10�日まで

宿泊税

源泉所得税（原則翌月10日まで）
酒税・たばこ税など
個人事業者の消費税中間申告・納付
（前年年税額4800万円超）� 年11回

随時
退職所得にかかる特別区民税
　（都民税を含む）
軽自動車税（環境性能割）

法人の事業税　不動産取得税　狩猟税　法人
の都民税　自動車税（種別割・環境性能割）　
事業所税（法人の事業にかかるもの）　地方
消費税（法人の事業にかかるものを消費税の
申告と併せて行う）

法人税　　　印紙税
相続税　　　消費税（法人）
登録免許税　　　　　　　　　など

相
談
・
問
い
合
わ
せ

申告・税の計算
　⇨課税課課税第一・二係
　　☎5662-1008・1009
口座振替
　⇨納税課収納推進係
　　☎5662-6345
期限後の納付
　⇨区民課・小松川事務所管内の方
　　納税第一係☎5662-1013
　⇨小岩・東部・鹿骨事務所管内の方
　　納税第二係☎5662-6354
　⇨葛西事務所管内の方
　　納税第三係☎5662-6361

固定資産税・都市計画税など
　⇨江戸川都税事務所☎3654-2151
　　中央4-24-19
自動車税
　⇨東京都自動車税コールセンター
　　☎3525-4066
法人の事業税・法人の都民税・個人の事業税・
事業所税
　⇨中央都税事務所☎3553-2151
　　〒104-8558　中央区入船1-8-2

国税庁ホームページ
　⇨ https://www.nta.go.jp/
江戸川北税務署☎3683-4281
　⇨葛西事務所管内以外の方
　　平井1-16-11
江戸川南税務署☎5658-9311
　⇨葛西事務所管内の方
　　清新町2-3-13

※期限が土�日に当たる場合は、翌開庁日まで。

｝

東京税理士会江戸川北支部　☎3682-9844�
東京税理士会江戸川南支部　☎5605-9160
東京税理士会江戸川北・南支部では、区内の小規模
納税者を対象に、随時、税務相談会などを無料で行っ
ています。また、希望者には税理士を紹介しています。

税理士会の無料相談など

申告と納期のご案内、相談窓口
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