
 

 

                                                       平成２７年４月２５日発行 第 2４号 

  

 

東中野図書館 個性づくりテーマ展示《第２４回》健康保険法 

 

健康保険法 
 

 国民皆保険の実現、高水準の医療技術などのおかげで、わが国の医療保

険制度は世界レベルでみても非常に充実した制度だと言われています。そ

の医療保険制度の中核をなすのが健康保険法です。「国民の生活の安定と

福祉の向上」を目的として、大正１１年に制定された、社会保険のなかで

最も古い法律とされています。 

 こういった背景のある健康保険は、私たちの身近な制度であり、なくて

はならないものとなっています。ここで、法律的な観点から、また平成

26 年に改正した国民健康保険制度についても着目してみたいと思います。 

 

 

 

   

 

 

 

  

 ☆展示期間： 平成２７年 4 月 25 日（土） 

         ～平成２7 年 6 月 25 日（木） 

                 

 ☆展示場所：東中野図書館３Ｆ 法務情報コーナー 

 

 ☆問い合わせ：東中野図書館 

     

          中野区東中野１－３５－５ 

          ０３（３３６６）９５８１ 

 

 

 



 

 

 

健康保険法とは 

 

 健康保険法は、民間企業の会社員などの被用者とその被扶養者を対象とした「医療保険制度」

です。私たちがケガや病気をしたときに自己負担金が３割になる。またケガや病気が原因で長期

的に働けなくなった時に適応する制度です。 

 施行当初は業務上の事由による保険事故も給付の対象となっていましたが、昭和２２年に労働

保険法が制定されたことによって業務上の事由による給付は廃止されました。 

 現在では、「健康保険法」の対象とされるものは【業務外の負傷】【疾病】【死亡】【出産】の４

事故とされていて、保険給付を行っています。 

 健康保険では、保険給付以外にも生活習慣病の予防対策のための「保健事業」や治療費を貸付け

る「福祉事業」を付帯事業として実施していることもあり、被保険者や被扶養者の健康を、医療

や予防及び資金面にと総合的にサポートしています。 

健康保険の給付 

✿健康保険の診療を受けるとき（療養の給付） 

✿医療費を立替払いしたとき（療養費） 

✿評価療養や選定療養を受けたとき（保険外併用療養費） 

✿医療費が高額になりそうなとき（限度額適用認定申請など） 

✿医療費の一部負担が高額になったとき（高額療養費） 

✿重病等のため移動が困難なとき（移送費） 

✿病気やケガで会社を休み、給付を受けられないとき（傷病手当金） 

✿出産のため仕事を休んだとき（出産手当金） 

✿被保険者や被扶養者が出産したとき（出産育児一時金・家族出産一時金） 

✿被保険者や被扶養者が亡くなったとき（埋葬料・埋葬費） 

✿交通事故などで医療を受けたとき（第三者の行為による傷病届） 

健康保険の給付から平成２６年４月の制度改正事項については以下のとおりです 

 

７０歳以上７５歳未満の人の自己負担割合の変更 

 

 ７０歳から７４歳までの人が医療にかかわる場合支払う自己負担割合が 1割から２割になりまし

た。 

 自己負担割合は平成２０年度から２割になりましたが、負担軽減のため１割に凍結されていまし

たが、平成２６年度から新たに７０歳になる方(昭和１９年４月２日以降生まれの方)から２割に戻さ

れました。 

 昭和１９年４月１日以前生まれの方は引き続き1割に据置かれ、現役並み所得者の自己負担割

合は３割のままで変更はありません。 

 

 

 



 

 

 

   

 

３割 

 

 

 

 

 

 

 

      所得区分※         ２５年度までの               ２６年度からの 

                      自己負担割合               自己負担割合 

 

                                                昭和１９年４月１日 
                                            以前に生まれた方 

                                                     １割 

   

  

                                                昭和１９年４月２日  

                                                以降に生まれた方 

                                                    ２割 

 

 

現役並み所得者                       

  

※所得区分について 

一般・・・低所得ａ、低所得ｂ、現役並み所得者に該当しない方 

低所得 a・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経  

    費・控除（年金の所得は控除額を 80万円とする）を差し引いたときに０円となる方 

低所得 b・・・同一世帯の世帯主および国保ひ保険者が住民税非課税の方 

現役並み所得者・・・同一世帯に住民税課税所得が 145万円の 70歳以上 75歳未満の国保被保険者  

     がいる方 

     ただし、住民税課税所得が145万円以上の場合でも、①国保被保険者が1人で収 

     入合計 383万円未満の場合②70歳以上 75歳未満の国保被保険者が 2人以上 

     で収入合計が 520万円未満の場合、③国保被保険者が 1人で同一世帯の後期高 

齢者医療制度への移行で国保を抜けた方（旧国保被保険者）を含めて 520万円 

未満の場合は、申請により「一般」の区分になりました。 

保険料賦課限度額の改定 

後期高齢者支援分、介護納付金分についてそれぞれ２万円引き上げられました 

所得が低い世帯への保険料軽減の拡大 

所得が低い世帯への保険料軽減制度のうち５割、２割軽減が拡大されました 

 

 

参考文献：わかりやすい健康保険と年金の給付実務 平成２６年度版 サンライフ企画
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オススメ展示図書 

『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の 

     基礎知識 2015 年版』     364.3 シ 15 

榎 本 恵 一 ・ 渡 辺 峰 男 ・ 吉 田 幸 司 ・ 林 充 之 ／ 著 

          三和書房        2014 年 

 年金・税金・雇用・健康保険の各分野で必要な納税額等の知識や配分されるべきものの

種類と金額についての解説、年金保険料や税金等の活用情報が満載されています。2014

年 11 月時点での法律に対応しています。 

『わかりやすい健康保険と年金の給付実務 平成 26 年版』 

                    364.4 ワ 14 

      サンライフ企画           2014 年  

 健康保険、厚生年金保険、国民年金の給付について例を用いての具体的な手続き方法を

解説しています。添付書類のチェック表及び提出書類の記入方法も記載されている親切な

一冊です。 

 

 『保険法 第 3 版 補訂版』  325.4 ホ 

          有斐閣      2015 年 

 法理論・法原則や保険法全体の基礎理論を解説しています。また、損害保険・生命保険

等の個別的、具体的特色も紹介しています。保険業法の保険募集の規制等に関する改正に

対応した第 3 版の補訂版です。 

 保険法の入門テキストとしてのご利用に相応しい一冊です。 

 



 

 

 

 

 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

ポイントレクチャー保険法 甘利 公人 福田 弥夫/著 有斐閣 2011 325.4 ア 

保険法入門  竹浜 修 / 著 
日本経済新聞出

版社 
2009 325.4 タ 

保険法ＭＡＰ 判例編 
今川  嘉文  内橋  一郎/ 

編著 
民事法研究会 2013 325.4 ホ 

保健法ＭＡＰ 解説編 
今川 嘉文  内橋 一郎/

編著 
民事法研究会 2013 325.4 ホ 

保険法 第３版補訂版 
山下 友信 竹濵 修 

洲崎 博史 山本 哲生/著 
有斐閣 2015 325.4 ホ 

保険法判例百選（別冊ジュリスト２０２） 山下 友信 洲崎 博史/編 有斐閣 2011 325.4 ホ 

論点体系 保険法 １ 山下 友信 永沢 徹/編著 第一法規 2014 325.4 ロ 1 

論点体系 保険法 ２ 山下 友信 永沢 徹/編著 第一法規 2014 325.4 ロ 2 

絶対に知っておきたい地震 火災保険と災害時

のお金 

さくら事務所/ 

マネーライフナビ/共著 
自由国民社 2013 339.5 ゼ 

地震保険制度 高橋 康文 / 著 
金融財政事情研

究会 
2012 339.5 タ 

図解よくわかる地震保険 永井 隆昭/編著 日刊工業新聞社 2011 339.5 ナ 

保険完全ガイド［2014］  晋遊舎 2014 339  ホ 14 

裁判例による社会保険法 加茂 紀久男 / 著 民事法研究会 2012 364.3 カ 

社会保険の実務相談＜平成２６年版＞ 
全国社会保険労務士会連

合会/編 
中央経済社 2014 364.3 シ 14 

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎

知識 ２０１５年版 

榎本 恵一 渡辺 峰男 

吉田 幸司 林 充之/著 
三和書籍 2014 364.3 シ 15 

社会保険労務ハンドブック＜平成２７年版＞ 
全国社会保険労務士会連

合会/編 
中央経済社 2014 364.3 シ 15 

国民健康保険 結城 康博 / 著 岩波書店 2010 364.4 ユ 

わかりやすい健康保険と年金の適用実務     

＜平成２６年度版＞ 
 サンライフ企画 2014 364.4 ワ 14 

わかりやすい健康保険と年金の給付実務 

＜平成２６年度版＞ 
 サンライフ企画 2014 364.4 ワ 14 

 

【展示図書リスト】 



 

 

健康保険法について調べる方に  

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

 国民健康保険法／保険医／健康保険／政府管掌健康保険／健康保険証／地震保険に関する   

 法律／簡易生命保険法／会社員らの社会保険／日本の健康保険制度／公保険・私保険／  

   など 

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

 

                                                 

                                                 

『中野区立図書館ホームページアドレス』 

                     http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

 

              ・・・中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で 

                 調べてみましょう。 

 

『東京都立図書館統合検索』 

                      http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

              ・・・東京都内の公立図書館の蔵書について一括して検索できます。 

 

 

３．雑誌・新聞で調べる 

東中野図書館では、雑誌・新聞は 2 階にございます。 

 

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

☆日経新聞縮刷版は過去 10 年分ございます。 

 

雑誌 『ジュリスト』 有斐閣 

   『ｆａｒｏ』 司法の窓 （中央図書館） 

 

 

 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/


 

 

４．基本的な情報を調べる 

 

●テーマの棚を調べてみましょう。 

分野 分類記号 分野 分類記号 

健康保険法 364.4 社会保障 364 

 

５．用語や事例について調べる 

 

言葉の意味などを調べてみましょう。 

 

『現代用語の基礎知識 ２０１3』 ０３１ ゲ １3 

      自由国民社 ２013 年 

★インターネットで探す 

  

       ・・・最高裁が提供する裁判例検索システム。裁判所名・事件番号・裁判年月日等で検索可能。 

 

 

６．関連機関を活用する 

関連機関で健康保険に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

  

『厚生労働省』・・・http://www.mhlw.go.jp/ 

       

『中野区役所 （国民健康保険） 』・・・ 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/guide/002/001/index.html 

       

『全国健康保険協会』・・・ 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 

 

それぞれの機関の「健康保険」に関するページをご覧ください。 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/guide/002/001/index.html
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/


 

 

 

一般展示：  ５月のテーマ 

          ２階エレベーター横 

特別展示１： ５月のテーマ 

          ＹＡコーナー入り口 

特別展示２： ５月のテーマ 

          ＣＤコーナー横  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

東中野図書館からのお知らせ 

おはなし会  場所：２階 絵本コーナー            

       ５月４日（月）  ６月１日（月） 

よもよも ０才～３才児向け  

       ５月６・１３・２０・２７日 

 ６月３・１０・１７・２４日 

       幼稚園・保育園 小学生向け  

 


