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健康保険と年金
国民健康保険

　わたしたちが病気やけがをしたとき経済的負担ができるだ
け軽く済むように、ふだんから各自の収入に応じてお金を出
し合い、医療費にあてていこうという助け合いの制度です。

届		出
　国民健康保険に加入するとき、やめるときは１４日以内に
手続きをしてください。
　手続きの際には、窓口に届出に来る方の本人確認書類（免
許証、パスポート、在留カード、官公署発行の写真付身分証
明書等）のほかに、世帯主および手続きの対象となる方のマ
イナンバー（個人番号）を確認できるもの〔マイナンバーカー
ド（個人番号カード）、通知カードなど〕が必要となります。

国民健康保険制度 国保年金課国保資格係	 ☎5803-1192

こんなときの手続き 本人確認書類・マイナンバー（個人番号）確認書類以外で必要なもの

加入するとき

転入したとき ―

職場の健康保険をやめたとき 職場の保険の資格喪失証明書（または離職票、退職証明書など）

家族の健康保険の被扶養を外れたとき 職場の保険の資格喪失証明書

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき 世帯員の保険証

やめるとき

転出するとき 保険証

職場の健康保険に入ったとき 職場の保険の保険証（やめる方全員）、国民健康保険の保険証（やめる方全員）

生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、保険証

死亡したとき 保険証

その他

住所・氏名・世帯主などが変わったとき 保険証

保険証をなくしたとき
修学のため、他の区市町村で生活する
とき 在学証明書、保険証、転出先の住民票

児童福祉施設に入所されたとき 在園証明書、保険証、転出先の住民票
介護保険施設や障害者支援施設等に
入所されたとき 入所証明書、保険証、転出先の住民票

外国籍の方で、在留期間更新・変更さ
れたとき

在留カードまたは特別永住者証明書等、パスポート、保険証
※在留資格が特定活動の方は指定書も持参（活動内容の記された書類）

保険料の納付

保険料とその仕組み

高齢受給者証
国保年金課国保資格係	 ☎5803-1192 国保年金課国保収納係	 ☎5803-1194

国保年金課国保滞納整理係       ☎5803-1195

国保年金課国保資格係	 ☎5803-1192

　70〜74歳の方の医療費の自己負担割合は、3割または2割
のいずれかとなります。70歳になる誕生日の翌月（1日生まれ
の方は誕生月）から資格が生じ、高齢受給者証を交付します。

納付書
　７月から翌年３月の９回払い。納付書は７月と11月の年２回
送付します。

口座振替
　手続きは口座のある金融機関・郵便局または国保年金課
国保収納係で受付けます。口座振替の申込用紙については
国保年金課国保収納係へ問合せください。

納付相談
　事情により納付期限までに納付できない場合は、納付方
法の相談を受付けています。

　国民健康保険は、住民票の世帯を単位とし、国民健康保
険加入者全員の保険料を世帯主に負担していただきます。
　保険料は、基礎分・支援金分と介護分（40〜64歳の方に加
算）があり、それぞれ所得割額（対象者全員の算定基礎額×
所得割料率）と均等割額（均等割額×対象者数）の合算で算
出します。
　納めていただく保険料は、医療費や高額療養費等の支払
いなど国民健康保険の運営の貴重な財源となります。

　また、同一世帯以外の代理人が届出をする場合は委任状、
代理人の本人確認書類（免許証、パスポート、在留カード、官
公署発行の写真付身分証明書等）が必要です。

加入する方
　国民健康保険には、次の方を除き、すべての方が加入しな
ければなりません。
①職場の健康保険などに加入している方とその扶養家族
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　等
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　国民健康保険では、下表のような給付が受けられます。
　平成28年1月からは一部申請書に世帯主と給付を受ける方のマイナンバー（個人番号）の記載および本人確認書類が必要です。

※療養費等の給付申請の際は、窓口で本人確認を実施。本人確認書類（➡ P25）
※世帯主以外の口座に振込むときは、委任状が必要となります。
※詳しくは国保給付係へ問合せください。

療養の給付
　病気やケガをしたとき、医療機関等に保険証を提示すると、医療費の一部（3割または2割）の自己負担で、診療が受けられ
ます。残りの7割または8割は国民健康保険が負担します。
※70〜74歳の方は高齢受給者証も提示してください。

療養費（あとから払戻しが受けられる場合）

その他の給付

給付とその手続き 国保年金課国保給付係	 ☎5803-1193

内　容 必要なもの 申請者 給　付

やむを得ない理由で保険証を
提示できなかったとき

●�傷病名等の記載がある診療報酬明細書　●�世帯主の印鑑
●�支払った費用の領収書　●�世帯主または受診者の保険証

世帯主

審査機関で認められた保険診療分の７
割または８割を審査後に指定された世帯
主の預金口座に振込みます。

※�国保資格取得日から14日を過ぎて　
加入手続きをしたときは、保険証を交
付された日以降の診療分のみ対象。

海外で治療を受けたとき
※帰国してからの申請となります。
※�支給金額は日本国内で同様の医
療行為を受けた場合を標準とし
て算定されます。

●�診療内容の明細書　●�支払った費用の領収書
●�上記２つの日本語の翻訳文　●�世帯主の印鑑
●�世帯主または受診者の保険証
●�海外で治療を受けた方のパスポート

医師が治療上必要と認めた
コルセットなどの補装具

●�医師の意見書　●�世帯主の印鑑
●�支払った費用の領収書　●�世帯主または受診者の保険証

骨折やねんざなどで接骨院で
治療を受けたとき

●�施術内容明細書　●�世帯主の印鑑
●�支払った費用の領収書　●�世帯主または受診者の保険証

医師が治療上、マッサージ・はり・
灸を必要と認めたとき

●�医師の同意書　●�施術内容明細書
●�支払った費用の領収書　●�世帯主または受診者の保険証
●�世帯主の印鑑

内　容 必要なもの 申請者 給　付

被保険者が
出産したとき

●�世帯主の印鑑
●�世帯主または出産した方の保険証
●�出産した方のマイナンバー（個人番号）確認書類

※直接支払制度利用等により、その他必要書類が異なるので問合せください。

世帯主

出産育児一時金�420,000円

※世帯主の預金口座事項が必要。

※出産育児一時金の支給　➡ P42

被保険者が
死亡したとき

●��会葬礼状、葬儀の領収書など葬祭を行った方の氏名がわかる書類
●�死亡した方の保険証
●�葬祭を行った方の印鑑
●�死亡した方のマイナンバー（個人番号）確認書類

葬祭を
行った方

葬祭費�70,000円
※葬祭を行った方の預金口座事項が必要。
※葬祭費を支給　➡ P87

高額療養費
国保年金課国保給付係	 ☎5803-1193

限度額適用認定証
国保年金課国保給付係	 ☎5803-1193

　病気やケガで医療機関にかかり、１か月の医療費が高額に
なった場合、申請により自己負担限度額を超えた額が支給さ
れる制度です（２か月にまたがる場合は月ごとに別々に計算）。
　ただし、差額ベッド代や食事代、歯科の自由診療分など保
険適用以外の医療費等は除きます。
　該当する世帯には、診察月のおおむね３〜４か月後に高額
療養費の申請についての通知を送付します。届きましたら
申請手続きをしてください。申請の際には世帯主および療
養を受けた方のマイナンバー（個人番号）が必要となります。

　70歳未満の方が高額な診療を受けるとき、保険証と「限

高額介護合算療養費の支給 ➡ P71

第三者行為による傷病届 ➡ P88

度額適用認定証」の提示により医療機関での支払いが自己
負担限度額までとなります。国民健康保険料の滞納がない
世帯を対象に事前の申請により証を交付します。
　70歳以上で（後期高齢者医療被保険証をお持ちの方を除
く）一般世帯の方および現役並み所得者（Ⅲ）の方は保険証
と高齢受給者証の提示により入院時の医療機関での支払い
が自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方
と現役並み所得者（Ⅰ・Ⅱ）の方は「限度額適用・標準負担額減
額認定証」または「限度額適用認定証」の提示により負担額
の軽減が受けられます。証の交付を受けるには、事前の申
請が必要となります。申請の際にはマイナンバー（個人番号）
が必要になります。
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指定保養施設
国保年金課管理係	 ☎5803-1191

　国民健康保険加入者が安い料金で安心して利用できるよ
うに、保養施設等と施設利用契約を結んでいます。詳細につ
いては各施設へ問合せください。

利用方法
1.指定宿泊施設（施設一覧 No.1〜13）
　「指定保養施設利用券」（国保便利帳綴じ込みのものを利
用、または文京区ホームページからダウンロード）利用の
旨を告げて施設へ直接予約し、利用券は宿泊時に提出し
てください。

2.大江戸温泉物語（施設一覧 No.14〜15）
　「指定保養施設利用券」（国保便利帳綴じ込みのものを利
用、または文京区ホームページからダウンロード）を、利
用時に直接施設窓口に提出してください。

3.東京染井温泉Sakura（施設一覧 No.16）
　タイムズスパ・レスタ（施設一覧 No.17）
　「Sakura平日利用割引券」「タイムズスパ・レスタ特別優
待券」（国保年金課窓口および地域活動センターで配付）
を、利用時に直接施設窓口に提出してください。

4.かんぽの宿（かんぽの宿施設一覧）
　宿泊料金から1人1泊ごとに500円割引されます。（加入者
1人につき、同伴者3人、合計4人まで割引が適用されます）
宿泊時に文京区の交付した「国民健康保険被保険者証」ま
たは「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。

※後期高齢者医療制度の被保険者の方も利用可。
※行楽シーズン（ゴールデンウィーク・夏期・紅葉期・年末年
始等）や利用人数等により、料金が変更になる場合あり。
施設に問合せのこと。
※上記料金の人数、年齢設定等は、各施設に問合せのこと。

※後期高齢者医療制度の被保険者の方も利用可。
※以下の場合は割引対象外。
・施設の利用開始時に証明書を提示されない場合
・1泊2食未満のご利用
・6歳以下（小学生を除く）のご利用
・繁忙期または特別日でのご利用
・特別に割引対象外としているプラン
・他の割引との併用はできません。
・他社サイトからのご予約

番
号 県 地名 保養施設名

料金（円） 入湯税
（円）

予約先
（電話番号）平日 休前日

１

群馬

上牧 ホテル辰巳館 11，150 14，450 （込）
0278-
72-

3055

2 草津� 草津グリーンパークパレス 9,702 10,692 （別）150
0279-
88-

3960

3 山梨 山中湖 ホテルマウント
富士 17,500 19,600 （別）150

0555-
62-

2111

4

長野

浅間 アルペン
浅間荘 8，800 11，000 （込）

0263-
46-

2222

5 鹿教湯 つるや旅館 11,000 11,000 （別）150
0268-
44-

2121

6 軽井沢 ペンション・
ラブラドール 10，000 10，500 −

0267-
46-

3447

7 神奈川 奥湯
河原 青巒荘 14,300 19,800 （別）150

0465-
63-

3111

8

静岡

伊東 ホテル
伊東ガーデン 10，300 13，300 （別）150

0557-
36-

3841

9 下田
（蓮台寺）

クアハウス
石橋旅館 14，300 14，300 （別）150

0558-
22-

2222

10

千葉

南房総
千倉 魚拓荘鈴木屋 11，000 14，300 −

0470-
44-

2811

11 館山 館山リゾート
ホテル 9，900 12，100 （別）150

0470-
29-

2100

12

新潟

越後
湯沢 雪国の宿高半 14，300 16，500 （別）150

025-
784-
3333

13 六日町
心と体の
保養の宿龍氣
（りゅうき）

8,250 10,450 （別）120
025-
770-
2525

14 東京 お台場 大江戸
温泉物語

入場料
（宿泊不可）
●�大人1,998
●�大人ナイター1,598
●�子ども550

（込）
03-

5500-
1126

15 千葉 浦安
大江戸
温泉物語
浦安万華郷

入場料
（宿泊不可）
●�大人平日、
土日祝1,558

●�ナイター設定なし
●�子ども平日、
土日祝528
※�特定日は
　特定日料金

（込）
047-
304-
4126

16

東京

豊島区 東京染井温泉
Sakura

入館料
（平日日帰り）
●�大人1,100
●�子ども割引なし（770）

−
03-

5907-
5566

17 豊島区 タイムズスパ・
レスタ

入館料日帰り
（18歳以上）
●�大人2,550
●�子ども利用不可

−
03-

5979-
8924

県 地名 電話番号 県 地名 電話番号
岩手県 一関� 0191-29-2131 三重県 鳥羽 0599-25-4101
福島県 いわき 0246-39-2670 滋賀県 彦根 0749-22-8090

茨城県
大洗 029-267-3191 大阪府 富田林 0721-33-0700
潮来 0299-67-5611

奈良県
大和平群 0745-45-0351

栃木県
塩原 0287-32-2845 奈良 0742-33·2351

栃木喜連川温泉 028-686-2822 和歌山県 紀伊田辺 0739-24-2900
埼玉県 寄居 048-581-1165

兵庫県

有馬 078-904-0951

千葉県
鴨川 04-7092-1231 赤穂 0791-43-7501
旭 0479-63-2161 淡路島 0799-82-1073

東京都 青梅 0428-23-1171 広島県 庄原 0824-73-1800
山梨県 石和 055-262-3755 山口県 光 0833-78-1515
福井県 福井 0776-36-5793 香川県 観音寺 0875-27-6161

静岡県

熱海（本館） 0557-83-6111 高知県 伊野 088-892-1580
熱海（別館） 0557-83-6111

福岡県
北九州 093-741-1335

伊豆高原 0557-51-4400 柳川 0944-72-6295
焼津 054-627-0661 大分県 日田 0973-24-0811

愛知県 知多美浜 0569-87-1511 熊本県 阿蘇 0967-22-1122
岐阜県 恵那 0573-26-4600

文京区国民健康保険指定保養施設一覧

かんぽの宿施設一覧

（令和2年度契約内容）
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後期高齢者医療制度

医療費の払い戻しを受けられる場合

医療機関等にかかるときの自己負担の割合

保険証

限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205　75歳以上（一定の障害がある方は65歳以上）の方を対象
とする医療制度です。東京都後期高齢者医療広域連合が制
度の運営主体となり、区では、住所変更や給付申請などの窓
口業務や保険料の徴収事務を行っています。

　以下のようなときで、医療費等の全額を自己負担した場
合は、申請すると、保険者が負担する額が払い戻されます。

1��やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたり、保険
診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき。
※�やむを得ない事情があったと認められた場合に限られます。

2��医師が必要と認めた、あんま・マッサージ・はり・灸などを受
けたとき。
※医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
※入院中の施術は認められません。

3��骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき。
※保険の適用範囲内に限ります。
※医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
※入院中の施術は認められません。

4��医師が必要と認め義肢装具士が作成したコルセットなど
の治療用装具を購入したときや輸血の生血代など。
※既製品の治療用装具でも対象となる場合があります。

5��海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりや
むを得ず、海外の医療機関で診療等を受けたとき。
※治療目的の渡航は対象となりません。
※日本の保険の適用範囲内に限ります。

※1��75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険
から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となる
ため、加入手続きは不要です。

※2��障害認定を受ける場合は、認定要件について問合せく
ださい。なお、過去にさかのぼっての認定や撤回はでき
ません。

　医療機関等の窓口での支払いは医療費等の1割または3
割です。自己負担の割合は、毎年8月1日に判定しています。

　被保険者には1人に1枚保険証が交付されます。保険証に
は、一部負担金（自己負担）の割合（1割または3割）や有効
期限などが記載されています。病院などで医療等を受ける
ときは必ず提示してください。

※�75歳になられる方には、誕生日までに保険証をお送りし
ます。誕生日以降は、それまで加入していた医療保険の
保険証は使用できなくなります。

後期高齢者医療制度

対象となる方 いつから

75歳以上の方※1 75歳の誕生日当日から

障害認定を受けた方※2
申請により一定の障害があると広
域連合から認定された65歳から
74歳までの方

区市町村に申請し、広域連合の
認定を受けた日から

自己負担の
割合 所得区分 判定基準

1割 一般
同じ世帯の被保険者全員がいずれも住
民税課税所得145万円未満の場合

3割
現役並み
所得

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税
所得145万円以上の方がいる場合

自己負担割合が1割の方
　世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額
適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができま
す。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の
自己負担限度額の区分Ⅰ・Ⅱが適用され、入院時の食事が減
額されます。

自己負担割合が3割の方
　同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税
所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額
適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等
の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額の
現役並み所得Ⅰ・Ⅱが適用されます。
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高額療養費
国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

　月の１日から末日までの１か月ごとの自己負担額が限度額
を超えた場合は、超えた額を払い戻します。該当された場合
は、診療月からおおよそ４か月後に申請書を送付します。�
　お手元に届きましたら、ご提出ください。なお、一度申請
すると、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。

葬祭費を支給 ➡ P87

高額介護合算療養費の支給 ➡ P71

保険料
国保年金課高齢者保険料係	 ☎5803-1198

　被保険者の皆さんが病気や怪我をしたときの医療費などの支
払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納め
ていただきます。保険料は後期高齢者医療制度を支える大切な
財源です。保険料率は2年ごとに見直され、東京都内均一です。

後期高齢者医療健康診査 ➡ P51

保険料額
（年額）
限度額あり

保険料額（年額）

保険料の決め方
　保険料は一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者
が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に
応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
　年度の途中で75歳になられた方は、その月から月割で保
険料を計算します。

保険料の納め方
　納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りがあります。
●�特別徴収
　公的年金（介護保険料が引かれている年金）から後期高
齢者医療保険料が引き落とされます。
ただし、以下の場合、特別徴収できません。
■��公的年金の受給額が年額18万円未満の方
■���介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、
公的年金の1回当たりの年金受給額の1/2を超える方

■��年度の途中で他の区市町村から転入した方（一定期間のみ）
■��年度の途中で75歳になられた方など（一定期間のみ）

●�普通徴収
　特別徴収の対象とならない方は納付書や口座振替によ
り納めます。

保険料の軽減	（軽減には所得の申告が必要となる場合があります。）
均等割額の軽減／同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保
険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに
均等割額を軽減しています。
所得割額の軽減／被保険者本人の「賦課のもととなる所得
金額」をもとに所得割額を軽減しています。
被扶養者だった方の軽減／後期高齢者医療制度の対象と
なった日の前日まで会社の健康保険など（国保・国保組合は
除く）の被扶養者だった方は、加入から2年間は均等割額が
軽減となります。所得割額はかかりません。

所得割額
賦課のもととなる
所得金額×所得割率

均等割額
被保険者１人当たり
均等に負担する額

＋＝

第三者行為による傷病（被害）届 ➡ P88

保養施設
国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

　後期高齢者医療制度の被保険者の方は、国民健康保険加
入者と同様に保養施設を利用できます。利用する方は、直接
施設に電話予約のうえ、「文京区後期高齢者医療制度指定
保養施設利用券」（国保年金課窓口配布または区ホームペー
ジからダウンロード）を宿泊時に提出してください（予約時に、
文京区後期高齢者医療制度の指定保養施設として利用する
旨を必ず伝えてください）。
指定保養施設一覧 ➡ P75

国民年金

　皆さんで保険料を出し合って、高齢の方、障害のある方、夫に先立たれた方に、安定した生活を保障していく相互扶助の制度
です。日本国内に住むすべての方が20歳から60歳になるまで加入します（日本在住の外国人の方も強制加入）。

加入する方／次の３種類に分かれます。

希望で加入できる方

国民年金制度 国保年金課国民年金係	 ☎5803-1196〜7

加入者の種類 対　象 年　齢

第１号被保険者 自営業・学生・農林漁業・無職の方など
（第２号・第３号被保険者以外の方） 20歳以上60歳未満

第２号被保険者 厚生年金加入者 就職時〜65歳未満

第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 20歳以上60歳未満

任意加入被保険者

海外に住んでいる日本人 20歳以上65歳未満

60歳までに保険料の未納期間のある方 60歳以上65歳未満

昭和40年４月１日以前生まれの方で、受給資格を有していない方 65歳以上70歳未満
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国民年金の種類と年金額（令和2年度） 国保年金課国民年金係	 ☎5803-1196〜7
種　類 給付要件 年金額

老齢基礎年金
●�本人の納付済期間と免除期間などを合わせて10年以上あること。
●�65歳から受給

納付済期間40年の場合　781,700円
※�保険料未納期間がある場合はその分減額
※付加保険料納付済期間がある場合
　�上記金額に200円×付加保険料納付月数
の金額を加算

障害基礎年金

●�障害の程度
　国民年金法施行令障害等級表1・２級該当の方
●�本人の納付済期間
加入期間の3分の2以上（免除期間を含む）または令和8年３月31日までに初診日のある
方は、直近１年間に保険料の滞納がないこと。20歳前の障害の場合は納付要件なし。

１級　977,125円
２級　781,700円

遺族基礎年金

●��国民年金の被保険者（保険料納付済期間と免除期間を合算して25年以上となる人）が
死亡したとき、子のある配偶者または子（18歳以下）が受給

●�死亡者の納付済期間
加入期間の3分の2以上（免除期間を含む）または令和8年３月31日までに死亡したとき
は、直近１年間に保険料の滞納がないこと。　

配偶者と子１人の場合　1,006,600円
（基本781,700円　加算224,900円）

寡婦年金
●��老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が亡くなったとき、婚姻関係が10年以上ある
妻が60歳から65歳になるまでの間受給 夫の老齢基礎年金相当額の４分の3

死亡一時金
●��本人が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給せずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を
受給できない場合に受給

●�本人の納付済期間が３年以上あること

保険料納付期間によって
120,000�〜�320,000円

老齢福祉年金 明治44年４月１日以前の出生者が受給。本人・配偶者および扶養義務者の所得が制限額を
超える場合は、一部または全部停止 全額支給�400,500円

特別障害
給付金

●�障害の程度：国民年金法施行令障害等級表1・２級該当の方
●�障害基礎年金等を受給していないこと
●��国民年金任意加入対象であった学生、被用者等の配偶者で、任意加入していなかった
期間内に初診日があること

月額　１級52,450円
　　　２級41,960円

手続き 老齢基礎年金

老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ請求

国保年金課国民年金係	 ☎5803-1196〜7 国保年金課国民年金係	 ☎5803-1196〜7

国保年金課国民年金係	 ☎5803-1196〜7

　加入および変更の届出は、国保年金課で手続きをしてく
ださい。

　65歳になったら請求手続きをしてください。

　希望により、60歳以上65歳未満の間の請求（繰上げ請求）
や66歳を過ぎてからの請求（繰下げ請求）をすることがで
きます。請求した場合には、年齢に応じてそれぞれ一定の
割合（政令で定める）で減額または増額されます。この割合
は一生変わりません。

事　由 必要なもの

会社などをやめたとき
●�年金手帳（基礎年金番号通知書）
●�勤務先・退職年月日のわかるもの

配偶者の扶養で
なくなったとき

●�年金手帳（基礎年金番号通知書）
●�扶養でなくなった日のわかるもの

保険料の免除を
受けたいとき 年金手帳・印鑑、離職票など

保険料の学生納付特例を
受けたいとき 年金手帳・印鑑・学生証、離職票など

年金を受けようとするとき 国民年金係へ問合せください。

老齢基礎（老齢）年金受給者の
機関が変わったとき

年金事務所へ直接「国民年金受給権者
受取機関変更届」を郵送してください。

支払通知書を無くしたとき 年金事務所へ直接「支払通知書亡失
届」を郵送してください。
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その他の年金など

厚生年金など

国民年金基金

生活福祉課	 ☎5803-1215

文京年金事務所	 ☎3945-1141

東京都国民年金基金事務所	 ☎5285-8800

恩給
　旧軍人、軍属として一定の年数以上在職して退職した場
合に支給されます。資格を有する方が死亡したときは、遺族
に支給されます。

特別給付金等
　恩給等の受給資格を有する戦没者の妻などの遺族に対し、
特別給付金または特別弔慰金等が支給されることがあります。

厚生年金保険
　全業種の法人事業所、または、従業員が常時5人以上いる
個人の事業所（農林漁業、サービス業などの場合を除く）は、
厚生年金保険・健康保険の強制適用事業所となります。

　自営業などの方が、ゆとりある老後を過ごすことができる
ように、老齢基礎年金に加えて、２階建ての給付を行う公的
年金制度です。

※�国民年金の保険料が免除されている方、第2号・3号被保
険者、農業者年金加入者は、加入不可。

文の京 街景色
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