
48

関連情報スマートフォン転入者向け

金融機関（全店舗）
◦�百十四銀行　　◦�香川銀行　　◦�観音寺信用金庫
◦�香川県農業協同組合　　　　　◦�中国銀行　
◦�伊予銀行　　　◦�愛媛銀行　　◦�四国銀行　
◦�高松信用金庫　◦�香川県信用組合
◦�四国労働金庫　◦�香川県信用漁業協同組合連合会
市役所窓口など
◦�会計課・大野原支所・豊浜支所・伊吹支所
◦�四国内の郵便局およびゆうちょ銀行
◦�全国のコンビニエンスストア・スマートフォンアプリ

市税の納付場所

　市税の納期は次のとおりです。また、納期限はそれぞ
れの月の末日となります。なお、納期限が土・日曜日、祝
日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限となります。

▶�市民税�����………6月・8月・10月・1月の末日
▶�固定資産税�…�4月・7月・12月・2月の末日（ただし12

月は25日）
▶�軽自動車税�…5月の末日

市税の納期
税務課 収納係   23-3922問

　税金の納め方など、納税についての相談は税務課へ
ご相談ください。

納税についての相談 ���������������納税相談
税務課 徴税係   23-3922問

　市税の納税は、便利な口座振替制度をご利用くださ
い。指定の預貯金口座から、納期限の日に自動的に振り
替えて納税されます。

便利な納税方法 ���������������口座振替制度
税務課 収納係   23-3922問

▶�土地・家屋の所有者や納税義務者が死亡したとき
◦�「相続人代表者（兼現所有者）指定届」を提出してくだ
さい。

▶�家屋を新築・増築したとき
◦�市役所税務課固定資産税担当まで連絡してくださ
い。家屋の調査にお伺いします。

▶�家屋を取り壊したとき
◦�「家屋滅失届」を提出してください。
　※�提出がない場合は引き続いて固定資産税が課税さ
れる場合がありますのでご注意ください。

▶�売買、贈与や相続などで未登記の家屋の所有者
が変更になったとき

◦�「家屋補充台帳登録（未登記家屋）の所有者変更届」を
提出してください。
　※�この届け出がないと従前の所有者に課税されま
す。

　詳しくは、税務課資産税係まで問い合わせてくださ
い。

こんなときは届け出を
税務課 資産税係   23-3922問

開　庁　日 午後5時15分～午後8時

開庁日以外 午前8時30分～午後8時

証明書の交付申請書 手数料分の定額小為替

本人確認できる書類のコピー 返信用封筒

※�詳細については観音寺市HPの『所得・課税証明、固定資産証
明、納税証明などの郵送請求について』を参照いただくか、
お電話にて問い合わせてください。

　所得課税、納税、評価額などの証明書が必要な方は、証
明書発行センターで申請してください。発行手数料など
については P41に記載しておりますのでご参照く
ださい。申請の際には運転免許証などご本人確認できる
身分証の提示が必要です。（ご本人以外の方が申請する
場合は、委任状が必要となります）また、開庁時間内（午
前8時30分～午後5時15分）の来庁が困難な方は、以下
の方法で申請していただくことができます。
電話予約
税務課 収納係   23-3922
　開庁時間内に、必要な税証明をお電話にて予約いた
だければ、下記の時間帯に時間外窓口（守衛室）にて税
証明書を取得することができます。

市税に関する証明 ������������������税の証明
証明書発行センター  　証明書発行について   23-3924
税務課 各係　　　　 　税の内容について　   23-3922

問

※�受け取りの際には、身分証明書、印鑑、発行手数料をご用意
いただき、証明書を取得されるご本人が必ず来庁してくだ
さい。
郵送請求
税務課 収納係   23-3922
　税証明を郵送にて請求することができます。申請に
必要なものは以下の通りです。

市
税
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国民年金

◦�満20歳以上60歳未満の方が会社を辞めたとき（資格
取得届）
◦�第3号被保険者の届け出をした後に、自営業などで大
きな収入が得られるようになったとき、あるいは、配
偶者が会社を退職したり転職したとき（種別変更）
◦�学生の方が納付猶予制度を利用するとき（学生納付
特例申請書）
◦�保険料の免除・納付猶予制度を利用するとき（保険料
免除・猶予申請書）
◦�第1号被保険者が産前産後免除制度を利用するとき
（産前産後免除該当届）
◦�第1号被保険者期間のみの方が年金を受けようとす
るとき（裁定請求書）
◦�国民年金加入者が死亡したとき（死亡届、死亡一時金
請求書）
◦�年金受給者が死亡したとき（未支給年金請求書）
届出窓口
　市民課国民年金担当　☎23-3924（市民課）

このようなときはすぐ届け出を▶�第1号被保険者
　日本国内に住所のある満20歳以上60歳未満の自営
業者や農林漁業者とその配偶者および学生

▶�第2号被保険者
　会社や官公庁、学校などに勤めていて、厚生年金や共
済組合に加入している方

▶�第3号被保険者
　厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されて
いる配偶者で、20歳以上60歳未満の方
届出窓口
　市民課国民年金担当　☎23-3924（市民課）
　第3号被保険者届は配偶者の事業所

国民年金に加入しなければならない方 ���強制加入

◦�満20歳以上65歳未満で外国に住んでいる日本国民
◦�60歳以上65歳未満で、年金の受給資格期間を満たせ
ない方や過去に保険料の未納期間があり、満額の老
齢基礎年金を受けるには保険料納付期間が不足して
いる方
◦�65歳以上70歳未満の方（受給資格期間を満たせてい
ない方に限られます）
届出窓口
　市民課国民年金担当　☎23-3924（市民課）

希望により加入できる方 ��������任意加入

◦�申し出により付加年金に加入することができます。
◦�ただし、保険料免除者・第3号被保険者は加入できま
せん。
◦�付加保険料は月額400円です。
届出窓口
　市民課国民年金担当　☎23-3924

より多くの年金を受けたい方は ���付加年金　わが国は現在、世界でも例のないスピードで高齢化
が進んでいます。高齢になると思うように働くことが
難しくなり、収入も少なくなります。また、不慮の事故
で障がいを持ったり、一家の担い手を亡くしてしまう
ことがあります。このようなときの備えとして、また、
みんなで助け合って老後などに不安がないようにつく
られたのが国民年金制度です。

年金・国保

次ページに続く

国
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国民健康保険 健康増進課 国保医療係   23-3927問

　国民健康保険は病気やけがをしたときに、安心して
お医者さんにかかれるよう、経済的な負担をお互いに
助け合う健康保険制度のひとつです。
　世帯主がまとめて加入手続きを行い、加入者一人ご
とに1枚のカード型被保険者証が交付されます。

国民健康保険とは

年金の種類

年金を受けられるのは 市民課 国民年金担当   23-3924問

年金の種類 支給要件

老齢基礎年金 保険料を納めた期間と保険料が免除された期間を合わせて10年以上ある方が65歳になったときから
支給されます。付加保険料を納めている場合は、納めた月数に200円をかけた額が加算されます。

障害基礎年金

①�国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級（1級・2級）
の状態にある方に支給されます。原則として初診日前に保険料を納めた期間（免除期間も含む）が加
入期間の3分の2以上あることが必要です。
②�20歳以前からの障がい者にも20歳から支給されます。ただし、本人の所得制限および公的年金の受
給制限があります。

遺族基礎年金
原則として国民年金加入期間の3分の2以上保険料を納めた（免除期間も含む）配偶者が亡くなったと
き、残された次の方に支給されます。
①18歳未満の子のある配偶者�
②18歳未満の子（障がいのある子は20歳未満）

寡婦年金 10年以上生活を共にした妻が、老齢基礎年金を受けるための条件を満たしている夫と死別したとき、
60歳から65歳まで支給されます。

死亡一時金 3年以上保険料を納めている方が、年金給付を受けることなく死亡した場合に、生計を共にしていた遺
族に一時金が支給されます。

特別障害給付金 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がい者
の方について、福祉的措置として給付金が支給されます。

年金生活者支援
給付金

公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金生活者の生活を支援するために、年
金に上乗せして支給されます。

▶�加入対象者
一般
　職場の健康保険の加入者や後期高齢者医療制度で医
療を受けている人、生活保護受給者などを除いて市内
に住んでいるすべての人
70歳以上の医療
　70歳になると、70歳の誕生日の翌月（1日が誕生日の
人はその月）から被保険者証とは別に、自己負担割合を
示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。

こんなとき 持ってくるもの

�入るとき

他の市町村から転入してきたとき 印鑑

職場の健康保険をやめたとき 印鑑、健康保険の資格喪失証明書

子どもが生まれたとき 印鑑、被保険者証

生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書

やめるとき

他の市町村に転出したとき 印鑑、被保険者証

他の健康保険に加入したとき 印鑑、国保と健保の被保険者証

死亡したとき 印鑑、被保険者証

生活保護を受けることになったとき 印鑑、被保険者証、保護開始決定通知書

その他
被保険者証をなくしたとき 印鑑、本人確認ができる書類

修学のため他の市町村に転出したとき 印鑑、被保険者証、学生証または在学証明書

※各種お手続きには個人番号（マイナンバー）を確認できるもの（個人番号カード・個人番号通知カードなど）が必要です。

加入などの手続き
　こんなときは、14日以内に届け出をしてください。

国
民
年
金
／
国
民
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険
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　一定の要件に該当し、認定証を医療機関に提示する
と、入院・通院時に窓口で支払う一部負担金や食事代が
自己負担限度額までになります。「限度額適用認定証」
または「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、健康増
進課または各支所で事前に申請してください。
　70歳未満と、70歳以上75歳未満では、限度額が異な
ります。70歳以上75歳未満の人は、所得区分によって
「低所得者Ⅰ・Ⅱ」「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当される
方は認定証が必要です。
※�世帯内に異動があると適用区分が変わる場合があり
ます。必ず届け出をしてください。

自己負担限度額
　毎年8月1日からは新しい認定証が必要です。交付を
受けていた人で、引き続き必要な場合は、再度申請して
ください。

認定証の有効期限は ���������������7月31日

　被保険者証、印鑑（住民税非課税世帯の人で過去12カ
月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数を確認
できる書類（領収書など））

申請に必要なもの

主な保険の給付

種類 支給対象など 支給金額、負担割合 手続きに必要なもの

療養の給付
病気やけがをしたとき、病院などの窓
口で被保険者証を提示すれば、医療費
の一部を負担するだけで医療を受ける
ことができます。

小学校入学前� � � � 　　　　2割負担

被保険者証
高齢受給者証（70歳以上）

小学校入学後～70歳未満� � 3割負担

70歳以上～75歳未満　　　2割負担
（現役並みの所得者は3割負担）

療養費 緊急にやむを得ず、全額立替え払いを
したときなど。 保険診療分から算定した額 被保険者証　 印鑑

診療報酬明細書・領収書など

高額療養費 同じ月に受けた保険診療の一部負担金が、所得に応じた限度額を超える場合、
その超えた額が支給されます。

被保険者証　 印鑑
領収書など

出産育児
一時金 被保険者が出産したとき

「産科医療補償制度」に加入している分
娩機関で出産した場合は、42万円で、
それ以外の場合は40.4万円

被保険者証　 印鑑
母子健康手帳など

葬祭費 被保険者が死亡したとき 5万円 被保険者証　 印鑑
喪主の通帳

※�令和2年度現在のもので、制度改正により変更する場合があります

所得区分 3回目まで 4回目以降
上
位
所
得
者

総所得金額などが901万円を超える
� （ア）

252,600円＋
（総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1％） 140,100円

総所得金額などが600万円を超え
901万円以下� （イ）

167,400円＋
（総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1％） � 93,000円

一
般

総所得金額などが210万円を超え
600万円以下� （ウ）

80,100円＋
（総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1％） � 44,400円

総所得金額などが210万円以下�（エ） 57,600円 � 44,400円

住民税非課税世帯� （オ） 35,400円 � 24,600円

※�総所得金額など…国民健康保険税の算定基準となる基礎控除を適用します
※�所得の申告がない場合は上位所得者（ア）とみなされます
※�4回目以降…過去12カ月以内に同一世帯で限度額を超えた支給の回数が4回以上あった場合に適用されます
※�上記の金額は令和2年度現在のもので、制度改正により変更する場合があります

国民健康保険の自己負担限度額など（70歳未満の人）

次ページに続く
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 後期高齢者医療制度

　75歳の誕生日から対象となります。加入手続きは不
要です。ただし、生活保護を受けている方は対象になり
ません。
　65歳から74歳で一定の障がいがある方は、申請によ
り後期高齢者医療制度に加入することができます。

対象者

　医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は1
割または3割です。
　自己負担割合は、前年の所得を基準に判定します。（1
月～7月は前々年の所得を基準にします。）世帯構成の
変更や所得更正により、保険証の有効期間内でも自己
負担割合が変わることがあります。

自己負担割合
健康増進課 国保医療係   23-3927問

　国民健康保険は加入者の納める保険税や国などの補
助金で運営されています。国民健康保険の被保険者が
病気やケガをされたときの医療費、高額療養費や出産・
葬祭などに対する給付を行うためには、国民健康保険
税は重要な財源です。必ず期限内に納付いただき、納め
忘れなどのないようご注意ください。

国民健康保険税
税務課 市民税係   23-3922問

　保険税の納税方法や納税日などについて、税務課で
は納税に関する相談に応じています。

▶�納税についての相談����������������������������納税相談
税務課 徴税係   23-3922問

　納付方法については普通徴収（納付書または口座振
替）と特別徴収（年金からの天引き）の2種類がありま
す。世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳
未満であるときに、条件が整えば、原則、特別徴収にな
ります。ただし、世帯主が後期高齢者医療保険に移行す
る年度からは普通徴収になります。
　なお、申請により、特別徴収から口座振替による納付
に変更することができます。納付方法の変更を希望さ
れる場合は、税務課または各支所で手続きをしてくだ
さい。
普通徴収
　納付書（または口座振替）にて国民健康保険税を納付
します。（7月から翌年2月末日までの8回払い）
　なお、末日が土・日曜日、祝日の場合は金融機関の翌
営業日となります。
特別徴収
　年金から天引き徴収されます。（4月・6月・8月・10月・
12月・翌年2月の6回払い）

▶�国民健康保険税の納付方法
税務課 市民税係   23-3922問

　国民健康保険税の納税は、便利な口座振替制度をご
利用ください。指定の預貯金口座から、納期限の日に自
動的に振り替え、納税されます。

▶�保険税の納付場所
金融機関（全店舗）
◦�百十四銀行　　◦�香川銀行　　◦�観音寺信用金庫
◦�香川県農業協同組合　　　　　◦�中国銀行　
◦�伊予銀行　　　◦�四国銀行　　◦�愛媛銀行
◦�高松信用金庫　◦�香川県信用組合
◦�四国労働金庫　◦�香川県信用漁業協同組合連合会
市役所窓口など
◦�会計課・大野原支所・豊浜支所・伊吹支所
◦�四国内の郵便局およびゆうちょ銀行
◦�全国のコンビニエンスストア・スマートフォンアプ
リ

▶�便利な納税方法 ��������������������������口座振替制度
税務課 収納係   23-3922問

1割負担の方

区分Ⅰ
世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0
円になる方。または老齢福祉年金受給者（年金所得
は控除額を80万円として計算）

区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない
方

一　般

（1）�現役並みの所得者、区分Ⅰ、区分Ⅱのどれにも
該当しない方

（2）�住民税課税所得が145万円以上で、下記①②
の両方に該当する被保険者および同じ世帯の
被保険者

　①昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者
　②�①の方を含む世帯の全被保険者の基礎控除後
の総所得金額などの合計額が210万円以下

3割負担の方

現
役
並
み
所
得
者
※

現
役
Ⅰ
住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被
保険者および同一世帯に属する被保険者

現
役
Ⅱ
住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被
保険者および同一世帯に属する被保険者

現
役
Ⅲ
住民税課税所得が690万円以上の被保険者および
同一世帯に属する被保険者

� ※以下、現役並み

　下記の条件に該当する被保険者は申請していただ
き、認定されると「一般」区分と同様になります。
（1）�世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383

万円未満
（2）�世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計

額が520万円未満
（3）�世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であ

るが、同じ世帯に70歳～74歳の方がいる場合、その
方を含めた収入合計額が520万円未満
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金融機関（全店舗）
◦�百十四銀行　　◦�香川銀行　　◦�観音寺信用金庫
◦�香川県農業協同組合　　　　　◦�中国銀行　
◦�伊予銀行　　　◦�四国銀行　　◦�愛媛銀行
◦�高松信用金庫　◦�香川県信用組合
◦�四国労働金庫　◦�香川県信用漁業協同組合連合会
市役所窓口など
◦�会計課・大野原支所・豊浜支所・伊吹支所

保険料の納付場所

　後期高齢者医療制度は、香川県後期高齢者医療広域
連合による県単位の医療保険で、被保険者のみなさん
が負担する保険料のほか、公費、若い世代からの支援金
により運営されています。病気やケガをした際に医療
費の給付を行うためには、保険料は大切な財源です。必
ず期限内に納付してください。

▶�保険料の納付方法
　75歳になられた方や転入など、新規に資格を取得さ
れた方には、最初は納付書で保険料を納めていただき
ます。その後の納付方法については、受給している年金
の種類などによって2通りに分かれます。
特別徴収
　年金から天引き徴収されます。
　（4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回払い）
普通徴収
　納付書（または口座振替）にて保険料を納付します。
　（7月から翌年2月末日までの8回払い）

後期高齢者医療保険料
税務課 市民税係   23-3922問

　保険料の納付方法や納付日などについて、税務課で
は納付に関する相談に応じています。

納付についての相談
税務課 徴税係   23-3922問

　保険料の納付は、便利な口座振替制度をご利用くだ
さい。指定の預貯金口座から、納期限の日に自動的に振
り替え納付されます。
　口座振替取扱金融機関は、下記以外にゆうちょ銀行
も利用できます。

便利な納付方法 ���������������口座振替制度
税務課 収納係   23-3922問

▶�医療費が高額になったとき
　1カ月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額
を超えた部分が「高額療養費」として支給されます。
自己負担限度額�※1
◦�負担割合3割

給付について
健康増進課 国保医療係   23-3927問

負担
区分

外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

現
役
並
み

現役Ⅲ
（課税所得
690万円以上）

252,600円＋（総医療費が842,000円を
超えた場合は、その超えた分の1％を加算）

140,100円�※2

現役Ⅱ
（課税所得
380万円以上）

167,400円＋（総医療費が558,000円を
超えた場合は、その超えた分の1％を加算）

93,000円�※2

現役Ⅰ
（課税所得
145万円以上）

80,100円＋（総医療費が267,000円を
超えた場合は、その超えた分の1％を加算）

44,400円�※2

負担
区分

外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

一　般
18,000円 57,600円

144,000円�※3 44,400円�※2

区分Ⅱ
8,000円

24,600円

区分Ⅰ 15,000円

◦�負担割合1割

※1　�75歳以上の誕生日を迎えた月（1日生まれの方を除く）
については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2
つの制度にまたがるため、自己負担限度額は表中の半
額になります。

※2　�過去12カ月以内に外来＋入院（世帯単位）の高額療養費
の支給を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される
限度額を指します。（多数回該当）

※3　�1年間の計算期間（毎年8/1～翌年7/31）のうち、基準
日（計算期間の末日）時点で負担割合が1割であった月
の外来の自己負担額を合算し、144,000円を超えた場
合に、その超えた額を後日払い戻します。

▶�限度額適用・標準負担額減額認定証
　区分Ⅰ・区分Ⅱの方が、医療機関などの窓口負担や、
入院したときの食事などの減額を受けるには、「限度額
適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行ってくだ
さい。

▶�限度額適用認定証
　現役Ⅰ・現役Ⅱの方が、医療機関などの窓口負担の
減額を受けるには、「限度額適用認定証」の交付申請を
行ってください。

　療養費、高額療養費、葬祭費などの支給申請や、被保
険者証の再交付、限度額適用・標準負担額認定証、特定
疾病療養受療証の交付など

窓口で行える手続き
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