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　後期高齢者医療では皆さんの納める保険料が
大切な財源となります。

保険料は大切な財源です保険料は大切な財源です

お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口
または埼玉県後期高齢者医療広域連合

〒３３０‒００７４　埼玉県さいたま市浦和区北浦和５‒６‒５　埼玉県浦和合同庁舎４階

TEL ０４８‒８３３‒３１２５　FAX ０４８‒８３３‒３４７２

保険料負担は
　被保険者一人ひとり
に負担していただきま
す。健康保険組合や共
済組合などで被扶養者
であった方も負担して
いただきます。

保険料の納め方
　保険料の徴収はお住まいの市町村が担当します。年額
１８万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年
金からのお支払い（特別徴収）となります。それ以外の方
は、口座振替または納付書(普通徴収)によりお住まいの
市町村へ納めていただきます。
　また、特別徴収の方でも申し出
により口座振替へ変更できます。
　※お住まいの市町村へお問い合
　　わせください。

保険料を滞納すると
　特別な事情がないにもかかわらず、保険料を納めていた
だいていない被保険者には、通常の保険証に代わり有効期
限の短い(4か月)保険証を交付することがあります。
　また、財産(預貯金、年金、不動産など)の差押等を行うこ
ともあります。

平成２8年５月
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後期高齢者医療の
障がい認定とは
後期高齢者医療の
障がい認定とは

問い合わせ先



障がい認定とは障がい認定とは

　後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上の方

および65～74歳で一定の障がいの状態にあると

広域連合の認定を受けた方です。

　この65～74歳の方が一定の障がい（右ページ

参照）の状態にあると認定を受けることを障が

い認定といいます（障がい認定には申請が必要

です）。

　障がい認定を受けることにより、現在加入して

いる医療保険（国民健康保険や健康保険組合、

健康保険協会、共済組合等）から脱退し、後期高

齢者医療に加入することになり、後期高齢者医療

における保険料を納付し、給付を受けることにな

ります。

◆次の手帳または年金の受
給権を取得している方が
対象となります。

●身体障がい者手帳　1・2・3 級
●身体障がい者手帳４級のうち、音声機能
または言語機能の障がいがあるとき
●身体障がい者手帳４級のうち、下肢障
　がいで
•１号（両下肢のすべての指を欠くもの）
•３号（１下肢を下腿の 2 分の 1 以上
　　　で欠くもの）
•４号（１下肢の機能の著しい障がい）
に該当するとき

●療育手帳　Ⓐ・Ａ
●精神障がい者保健福祉手帳　1・2 級
●障がい年金 1・2 級

障がい認定の基準

後期高齢者
医療制度

医療保険
（国保など）
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障がい認定の手続き障がい認定の手続き

　65 ～ 74 歳の一定の障がいの状態にある方で後

期高齢者医療への加入を希望される場合には、次

のいずれかをお持ちのうえ、お住まいの市町村の

後期高齢者医療担当

窓口で申請をしてくだ

さい（加入を希望され

ない場合には、申請は

必要ありません）。

Q 被保険者になるのはいつから？

Q 障がい手帳等に期限がある場合は？

Q 障がい認定を撤回することは
できますか？

❶
身体障がい者手帳
（１～3 級及び4級の一部）

❷ 療育手帳（ A  ・ Ａ）

❸ 精神障がい者保健福祉手帳（１・2 級）

❹ 年金証書（障がい年金１・2 級）

❺ 上記❹に準ずることが確認できる書類等

A 障がい手帳等の更新手続きを行って
から、もう一度障がい認定の申請を

してください。期限が切れた場合、
後期高齢者医療の被保険者資格も
同時になくなりますのでご注意く
ださい。（手帳の更新手続きは早
めに行ってください。）

更
新
手
続
き

A ご本人からの申請により、75 歳にな
るまでの間は障がい認定を撤回する

ことができます。ただし、撤回の申請日より
過去にさかのぼって撤回すること
はできません。社会保険等に加入
する際は、あらかじめお住まいの
市町村の後期高齢者医療担当窓
口で撤回の申請をしてください。

申

　請

A 広域連合の認定を
受けた日からです。
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●被保険者資格の管理
●保険料の決定
●医療を受けたときの給付
　などを行います。

●保険証の引渡し
●申請や届出の受付
●保険料の徴収など
　窓口業務を行います。

窓 口

市町村の役割市町村の役割

後期高齢者医療とは後期高齢者医療とは

　後期高齢者医療は、75 歳以上の方と一定の障

がいの状態にあると認定された 65 ～ 74 歳の方

が加入する医療保険制度です。

　制度の運営は、県内の全市町村で構成する広域

連合が行い、市町村は各種申請の受付・相談など

被保険者にとって身近な窓口業務を担当します。

対象となる方
埼玉県内の市町村にお住まいの

●75歳以上の方

●一定の障がいの状態にある 65 ～74 歳の方

※生活保護受給者等を除く

被保険者となる日
●75歳の誕生日当日から

●65 ～74 歳の一定の障がいの状態にある方が

　申請して広域連合の認定を受けた日から

医療機関にかかるとき

　医療費が高額になったときの高額療養費や、入

院したときの食事代などの給付が受けられます。

受けられる給付

広域連合の役割広域連合の役割

　後期高齢者医療の被保険者には、新たに後期高

齢者医療被保険者証がお一人に１枚交付されます。

医療機関等にかかるときは必ず提示してください。

　窓口では、かかった医療費の1割（現役並み所得

者は3割）を自己負担していだたきます。
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