永学

語

こく

せ

ほ

ほ

生国保楠助

RyugakU5ei κ口kuh口 H口j口
しひりゅうがくせい

こくみんけんこうほけんりょう

げつが(

えん

ほしょ

私費留学生国民健康保険料に月額700円の補助がもらえます
You can get a suBSIDY(Finandal Help) for National Health lnsurance!
・P"vately・funded lnternational students only・
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1月末支予定)

皿補助叟搭白まで京都帯内に住んでぃること
■京都市内にある大学・短期大学に在学してぃること
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■日本政府の奨学金以上の額の奨学金をもらっていないこと
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亜在留資格が「留学」であること
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■京都市の国民健康保険に6力月以上加入していて、
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保険料を滞納していないこと
■Have been insured by National Health lnsurance for
the last six months or more and living in Kyoto city

Untilthe day of subsidization.
■Be enr011ed at a c011ege or university in Kyoto city.
習Must be a self・paying student who is notreceiving any
kind oflarge scholarship from Japanese goverment or
elsewhere.
■Must have "student" visa as a status ofresidence.

■Have NOT failed to pay N.H.1. P『emiums in the past.
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》レ公益財団去人京都市国際交流協会
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京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
TEL 075752‑3511 FAX075・752‑3510
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Please apply through our website
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申込はインターネットから
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国保補助申請シミュレ

ション

Flovvchart for Nalional Health lnsurance Subsidy application

Start 1ゆ,・
扉笙盧構勗論館をした
Did you daim
the subsidy last year?

Yes

NO

条都轡學墜槽鞭サイトのIDを
、

条蔀轡隼全悟靴サイトのIDを筰哉

NO

持っている

Please visit our Kyoto lntemational
Students lnformation site and register
for your new lD.

Do you already have an lD account
On our Kyoto lntemationalstudents
Information site?

Yes
'うざ

も

ゆうちょ銀行の口座を持っている
Do you have any accounts under
the Japan post Bank?

Yes

引っ愈し・控學など養更重垣がある
Are there any chenges to your
Personalinformation?
(eg.change of address, schools)

Yes

NO

ゆうちょ斯手の目屋を筰成
Please visit any Japan post
Bank branch and open an

NO

account.

条都轡學生櫓報サイトにログィン、
握璽な裕鞁ぜ犬労Lて竪録

景蔀轡學奎紺サイトにログィン、槽紺を裕
途し、目趣や葆隆の捨編だ犬屶した釜で昼録

Please login to our K.1.S.1.site and
enter yourinformation and register.

Please logln to our Kyoto lntemational students
Information site. update yourinformation, ent引
Our Japan post Bank and National Health
nsurance details and register again.

葆燧ε邇帳のコピー、HPの車論完デ画古
をプリントアウトしたものを芙學に由

・:・蝉亀により、面廷笙月を養量する誉、
「織の翠璽業肯も慧れ量してください

Submit P卜10tocopies ofyour h舶lth insurance
Card and bankbook, hard copy ofthe

You should also change your date ofgraduauon

Completion screen t6 your univerS卿.

On "Basic lnfo"ifyour planned retum date to your
Country is changed

Completed l

公益財団法人京都市国際交流協会

学佳
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京都留学生情報サイ
Kyoto lnternatio a、レStu ents lnforqlation
h

ナ、

it

赳呈

