
申し込み方法 How to apply

５．補助について説明を読む。
（英語、中国語、ハングルがあります）
Read about provisions of subsidy.

(English, Chinese and Korean are available.)

６．「支給資格を確認する」をクリック。
Click “Qualification”.

７．３つの設問に対し、該当するほうをクリックする。
Choose “Yes” or “No” on each 3 questions.

８．「国保補助申請入力画面へ」をクリック。
Click “Application form”.

９．申請書に入力、または内容を修正する。
Enter recent information about yourself
in the application blank.

・口座名義人は、名字と名前の間の
スペースも含め、通帳に書かれている
とおりに記入してください。
JAPAN POST BANK ACOUNT NOMINEE : Please enter the same
thing as the name written in your bankcard including
the space between family name and first name.

１０．「登録」をクリックし、登録が完了した画面をプリント
アウトする。
Click “Registration” and print out the screen that
shows the completion of application.

１．京都留学生情報サイトにアクセスする。
Access the website “Kyoto International Students Information Site”.
http://www.kcif.or.jp/ryusite

２．ID と PASS を入力してログインする。（IDと PASS を持っていない
人は「新規登録」から作成してから、ログイン）
Enter ID and Password to login. If you do not have them, 
move down to “New registration” first.

※「新規登録」では、 When you resister,
①氏名は保険証に記載されているとおりに記入してください。

Name : Please enter the same name written in your 
National Health Insurance Card.

②カタカナは半角で入力してください。
小さい文字（ｬ、ｭ、ｮ、ｯ）は使えません。

Furigana : Please enter one-byte katakana. You cannot use small
letters such as “ｬ, ｭ, ｮ, and ｯ”. Please look at the example.

ex. ドウシシャダイガク→ ﾄﾞｳｼｼﾔﾀﾞｲｶﾞｸ

３．「国保補助申請」を選択。
Select “National Health Insurance Subsidy”

※もし住所等の情報を変更するときは、基本情報から入って修正してください。
If you change your address information and so on, please select “basic
Info” and resister the latest information.

４．「新規申し込み」を選択。
以前に申請したことがある人は、「継続申込み」を選択し、９へ。
Select “New application”.
If you have applied for it before, select “Update in fiscal year” 
and move to 9.

裏面へ
Continued on the reverse

①
②

【新型コロナウィルス感染予防のため書類提出方法をメール提出に変更しました‼】
【To avoid spreading the coronavirus (COVID-19), we have made changes to how to apply for “National Health Insurance Subsidy”】
Please follow the instructions below and submit the necessary documents to OIS via email at ji-ois@mail.doshisha.ac.jp

http://www.kcif.or.jp/ryusite
mailto:ji-ois@mail.doshisha.ac.jp


メール提出書類 見本 Necessary documents sample

１１．必要書類を２枚ダウンロードし、印刷する。
Download and print two required documents. (See the example Form 3 and Form 4 below)

１２．「ゆうちょ銀行の通帳（またはキャッシュカード）」と「国民健康保険証」のコピーを１１．の書類に貼り付け、１０の紙の3枚を留学生課E-mailアドレス（ji-ois@mail.doshisha.ac.jp)に送る。(PDFデータもしくは写真データ）
メールタイトルに必ず『外国人留学生国民健康保険料補助の申請』と入力してください。

Attach a copy of your Japan Post bankbook or ATM card and a copy of your health insurance card to the forms you printed out in step 11. Then send Form 3, Form 4, and the form you printed out in step 10 to OIS via 
email at ji-ois@mail.doshisha.ac.jp.  Attach the forms to your email in PDF or JPEG format and use the subject line "Application for National Health Insurance Subsidy".

１３．“受付が完了しました”と留学生課からメール返信があれば受付終了です。一週間待っても返信がない場合は、受付に不備がある可能性がありますので、お問合せください。（TEL or e-mail）
Once you submit the documents, you will receive confirmation from the OIS. If you do not receive a reply within a week, please call us at 075-251-3257 or email us at ji-ois@mail.doshisha.ac.jp. 

３枚まとめて留学生課(ji-ois@mail.doshisha.ac.jp)にメールを送信（PDFデータ or 写真データ）
Submit the 3 forms as PDF or JPEG format and email OIS at ji-ois@mail.doshisha.ac.jp

１１．の書類 （銀行口座振込依頼書（様式3）、 １１.の書類 国民健康保険被保険者証（様式4））
The form you printed out in step 11 〔Form3 〕, The form you printed out in step 11 〔Form 4 〕

キャッシュカードのコピーでも可
Attach copy of Japan Post bankbook or ATM card

保険証と同じ表記
Write your name as it appears 
on your insurance card.

※原寸大コピー（端が切れているものは不可）
Attach a full-sized copy. 
Make sure all edges are visible.

有効期限内 令和2年11月30日まで
Expiration date: November 30, 2020 資格取得日

３月申請の場合
令和元年10月31日まで
If your application is 
approved in March, the 
status will last until 
October 31, 2019

３月追加申請提出期限 :
４月１０日 Additional application DEADLINE : April 10th

住所が最新でない場合は、
区役所で新しい保険証を発行してもらってください。
If the address is not updated, please go to the ward
office and get a new health insurance card.

１０．の書類（登録が完了した画面を印刷した紙）
The form you printed out in step 10

忘れずに入力
Don’t forget to enter your health 
insurance card information.

入力が反映されて
いるか確認
Verify that all 
information you 
entered is visible

What to submit examples
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