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　ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等の品質・効き目・
安全性があると国が認めた医薬品で、一般的に低価格で提供
されるため、多くの場合、皆さんが支払うお薬代の軽減につ
ながるとともに、医療費の削減を図ることができます。
※すべての先発医薬品に対して、ジェネリック医薬品があるわけで
はありません。治療内容によってはジェネリック医薬品に変更で
きない場合があります。ジェネリック医薬品を希望する場合は、
医師や薬剤師にご相談ください。

　一定額以上の医療費がかかった方に、年１回医療機関等の
受診歴をお知らせしています。
　ご自身の健康と医療に対する認識を深めていただくととも
に、診療日数等の受診内容に誤りがないかをご確認ください。
　受診していない内容が通知書に書かれている場合な
どは、お住まいの区市町村の担当窓口にご連絡ください。
※すべての被保険者の皆さんにお送りしているものでは
　ありません。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）を使いましょう！

貼って伝えよう！ジェネリック医薬品希望シール

　広域連合では、現在服用されている先発医薬品をジェ
ネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担が一定額
以上軽減されると見込まれる方に、ジェネリック医薬品
差額通知をお送りしています。
　令和２年度は、対象となる方に6月下旬と12月中旬に
お送りする予定です。

保険証やお薬手帳に貼れば、医療機関や薬局へ
簡単に意思表示できます。ぜひご活用ください。

お薬代の負担軽減のご案内をお送りしています
（ジェネリック医薬品差額通知）

1年間の受診歴をお知らせしています（医療費等通知書）
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医療費の現状
　被保険者数の増加に伴い広域連合の医療費は、年々増加の
一途をたどっています。（下図グラフ参照）
　医療費が増えると、皆さんの保険料や現役世代からの支援
金の増加にもつながります。
　一人ひとりが生活習慣の改善と適正受診を心がけ、医療費
の適正化にご協力ください。
※医療費とは、皆さんが医療機関等で支払われた自己負担額と、広
域連合が医療機関等に支払う医療給付費を合計したものです。

●東京都後期高齢者医療広域連合における医療費の推移
（決算額）
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●東京都後期高齢者医療広域連合における一人当たり医療費の推移
（決算額）
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制度のことは

保険料の支払い方法や個人情報を含むことは

「広域連合お問合せセンター」へ

 
 

　「後期高齢者医療制度のしくみ」は、この冊子
（A4 サイズ拡大版）のほか、小冊子（B6 変形サ
イズ）・点字版・音声版を用意しています。また、
広報紙「東京いきいき通信」を毎年３月と７月に
新聞折り込みで配布しています。最新号は区市町
村の担当窓口でも配布しています。ご希望の方は、
お住まいの区市町村の担当窓口又は「広域連合お
問合せセンター」へお問合せください。

お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当
窓口（裏表紙に掲載）へ

制度についてわからない点などは、お気軽にお
問合せください。土・日・祝日及び年末年始を除
く平日9時から17時まで受け付けています。
☎0570－086－519 FAX0570－086－075
電子メール call@tokyo-kouikicenter.jp
ホームページ http://www.tokyo-ikiiki.net/
※PHS・IP電話の方は　 03-3222-4496
※ご質問内容やご要望等を正確に把握し、サービス品質

の維持・向上を図るため、通話内容を録音しています。

不審な電話や訪問にご注意ください！
　広域連合や区市町村の職員が手続きのご案内で ATM（現
金自動預け払い機）の操作をお願いすることは絶対にあり
ません。
　また、行政職員等を名乗り、還付金の手続き等に必要な
どと言って、キャッシュカードや保険証等を騙し取ろうと
する不審な訪問にもご注意ください。
　不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署や広
域連合、お住まいの区市町村の担当窓口にご相談ください。
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制度の運営
　都内すべての区市町村で構成する『東京都後
期高齢者医療広域連合』が運営しています。

●被保険者の認定　　●保険給付　　●保険料率の決定
●保険料の賦課　　　●健診事業の実施（区市町村に委託）

広域連合が行うこと

後期高齢者医療制度の財政

申請・届出にはマイナンバーの記入が必要となります

●保険料の徴収・納付相談
●保険証の引渡し　　●各種申請の受付
●転入などの加入や資格喪失の届出の受付

区市町村が行うこと

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。

住所変更や給付申請などの届出窓口になります。
また、保険証の引渡しや保険料の徴収なども行い
ます。

医療費は、患者負担分を除き、約1割を被保険者の皆
さんからの保険料でまかない、約5割は公費（国・都・
区市町村）、約4割はその他医療保険制度（現役世代の
方）からの支援金によってまかなわれています。

各種手続きの際は、マイナンバー（個人番号）の記
入が必要となる場合があります。本人確認のため、
身元確認書類（運転免許証やパスポート等）とマイ
ナンバーが確認できる書類（通知カード等）の提示
が必要です。手続きについては、お住まいの区市町
村の担当窓口にお問合せください。



区市町村名 担当窓口 電話番号
あ 青ヶ島村 総務課 04996-9-0111

昭島市 保険年金課 042-544-5111（内線）2174～2176
あきる野市 保険年金課 042-558-1111（内線）2428・2429
足立区 高齢医療・年金課 03-3880-6041
荒川区 国保年金課 03-3802-3111（内線）2391・2392

い 板橋区 後期高齢医療制度課 03-3579-2327
稲城市 保険年金課 042-378-2111（内線）147・148

え 江戸川区 医療保険課 03-5662-1415
お 青梅市 保険年金課 0428-22-1111（内線）2117・2118

大島町 住民課 04992-2-1462
大田区 国保年金課 03-5744-1608
小笠原村 村民課 04998-2-3113
奥多摩町 住民課 0428-83-2182

か 国保年金課 03-5654-8212・03-5654-8528
き 北区 国保年金課 03-3908-9069

清瀬市 保険年金課 042-492-5111（内線）155・177
く 国立市 健康増進課 042-576-2125
こ 神津島村 福祉課 04992-8-0011（内線）71

江東区 医療保険課 03-3647-3166
小金井市 保険年金課 042-387-9834
国分寺市 保険年金課 042-325-0111（内線）319
小平市 保険年金課 042-346-9538
狛江市 保険年金課 03-3430-1111（内線）2287・2288

し 品川区 国保医療年金課 03-5742-6736
渋谷区 国民健康保険課 03-3463-1897
新宿区 高齢者医療担当課 03-5273-4562

す 杉並区 国保年金課 03-5307-0651  
墨田区 国保年金課 03-5608-1111（内線）3217・3242

せ 世田谷区 国保・年金課 03-5432-2390
た 台東区 国民健康保険課 03-5246-1254

立川市 保険年金課 042-523-2111（内線）1400・1402・1406
多摩市 保険年金課 042-338-6807

ち 中央区 保険年金課 03-3546-5362
調布市 保険年金課 042-481-7148
千代田区 保険年金課 03-3264-2111（内線）2477・2478

と 豊島区 高齢者医療年金課 03-3981-1332
利島村 住民課 04992-9-0011

な 中野区 後期高齢者医療係 03-3228-8944
に 新島村 民生課 04992-5-0243

西東京市 保険年金課 042-460-9823
ね 練馬区 国保年金課 03-5984-4587・03-5984-4588
は 八王子市 保険年金課 042-620-7364

八丈町 住民課 04996-2-1123
羽村市 市民課 042-555-1111（内線）137・138・140

ひ 東久留米市 保険年金課 042-470-7846
東村山市 保険年金課 042-393-5111（内線）2543 ～ 2545
東大和市 保険年金課 042-563-2111（内線）1025 ～ 1028
日野市 保険年金課 042-514-8293
日の出町 町民課 042-597-0511（内線）287 ～ 289
檜原村 村民課 042-598-1011

ふ 府中市 保険年金課 042-335-4033
福生市 保険年金課 042-551-1767
文京区 国保年金課 03-5803-1205

ま 町田市 保険年金課 042-724-2144
み 御蔵島村 総務課 04994-8-2121

瑞穂町 住民課 042-557-7578
三鷹市 保険課 0422-45-1151（内線）2384・2385
港区 国保年金課 03-3578-2111（内線）
三宅村 村民課 04994-5-0904

む 武蔵野市 保険年金課 0422-60-1913
武蔵村山市 保険年金課 042-565-1111（内線）135

め 目黒区 国保年金課 03-5722-9838

お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口

※当パンフレットの内容は、法令及び厚生労働省資料などをもとに作成しており
ます。今後、制度改正などにより内容が変更になる場合があります。

令和2年6月

2654~2659


