
オンタリオ州 
ヘルス カードの 申請 
オンタリオ州へようこそ！
オンタリオ州在住でヘルスカードをお持ちの方は、オンタリオ州健康保険制度（OHIP）によってカ
バーされる医療保険サービスを受けることができます。

オンタリオ州のヘルス カードをお持ちでない方は、 
最寄りの ServiceOntario センターで申請してください。 
センターに出向く際は、事前に以下の準備を行ってください。

1. ServiceOntario.ca/HealthCard にアクセスし、次の手続きを行います。

•  オンタリオ州健康保険申請書 (0265-82) を印刷し、必要事項を記入します。 
 オンタリオ州健康保険の書類リスト (9998E-82) を確認し、必要書類を用意します (全リストは裏
面に表示)。

2. ServiceOntario.ca/FindServices にアクセスし、最寄りの ServiceOntario センターを検索します。

3. 記入済みの申請用紙と必要書類をご持参のうえ、ServiceOntario センターまで 
お越しください。

必要書類
• 1 – カナダ市民権、または OHIP 対象者であることを示す在留資格証明 

これらの書類に基づき、ご本人がオンタリオ州健康保険制度の適用を受けられるカナダ国民/在留
資格者であることを確認します。

• 2 – オンタリオ州居住証明書 
これらの書類に基づき、ご本人の氏名と現住所、生活の拠点がオンタリオ州であることを確認しま
す。

•  3 – 本人確認書類 
これらの書類に基づき、氏名と署名を確認します。

上記のリスト、1 から３に該当する書類をそれぞれ 1 点ずつ、計 3 点、必ず携帯してください。

• 何度も足を運ぶことのないよう、必要書類をすべて揃えてからServiceOntario センタ
ーにお越しください。

• 書類はすべて原本で提出してください。コピーや印刷したものは認められません。

http://www.ontario.ca/health-and-wellness/health-card-serviceshttp://
https://www.services.gov.on.ca/locations/start.do?action=services&redirected_slf=1


1 カナダ市民権/OHIP 対象者であることを示す在留資格証明 
いずれか 1 点:

カナダ国民
•  有効なカナダ パスポート、または有効期限が

切れてから 5 年以内のカナダ パスポート

•  カナダの州または準州発行の出生証明書  
(Vital Statistics Act (人口動態統計法) に基
づいて発行されたもの)

•  Canadian Certificate of Registration of 
Birth Abroad (外国出生登録証明書)

• Certified Statement of Live Birth from a 
Canadian province or territory (カナダの州
または準州発行の生児出生証明書)

•  Certificate of Canadian Citizenship (カ
ナダ市民権証書)、または Certificate of 
Naturalization (帰化証明書) (記念発行物で
はない書類またはカード)

•  Certificate of Indian Status (先住民証明書)  
(書類またはカード)

• Registered Indian Record (登録先住民記録)  
(認定されたもの)

永住者/永住許可移民
•  有効な永住者カード、または有効期限が切れ

てから 5 年以内の永住者カード

• Canadian Immigration Identification Card  
(カナダ移民 ID カード)

•  Confirmation of Permanent Residence  
(永住権確認書) (IMM 5292, 5688)

• Record of Landing (入国記録) (IMM 1000)

その他の在留資格
•  条約難民や被保護者であることを証明する 

Immigration and Refugee Board (移民難民
委員会) 発行の書簡

• Protected Person Status document (被保護
者認定書類)

•  一時滞在許可証 (各種制限が適用されます)

•  労働許可証 (オンタリオ州での常勤雇用の証
明が必要な場合があります)

•  Citizenship Act (カナダ市民権法) の 5 節  
1 項に基づきカナダ市民権の申請資格を有す
る者であることが記載されている Citizenship 
and Immigration Canada (カナダ市民権・移
民省) 発行の確認書

•  カナダ永住権の申請資格を有する者であるこ
とが記載されているカナダ市民権・移民省 
発行の確認書

•  Temporary Confirmation of Registration 
Document (登録書類仮確認書)

 次の書類 1 点

1. カナダ市民権/OHIP 在留資格証明

これらの書類に基づき、ご本人がオンタリオ州健康保険制度の適用を受けられるカナダ国民/在留資
格者であることを確認します。

持参する書類: ______________________________________________________________________



2 居住証明書 
いずれか 1 点:

•  有効なオンタリオ州運転免許証、または仮運
転免許証 (同住所が記載された写真付き免許
証が添付されている場合に限る)

• 有効なオンタリオ州運転免許証、または仮運
転免許証 (同住所が記載された写真付き免許
証が添付されている場合に限る)

• 月々郵送される貯蓄預金または当座預金の銀
行 口座明細書 (領収書や預金通帳、 
手紙、ATM のレシートを除く)

• 雇用記録 (給料明細書、社用箋を使用した雇
用者の手紙)

• 学校やカレッジ、大学の成績表や成績証明書

• 児童手当支給明細書

• 所得税の課税報告書 (最新のもの)

• 保険証書 (住宅、賃借人、自動車、生命)

• 住宅ローンまたはリース契約書

• Ontario Motor Vehicle Permit (オンタリオ州
自動車許可証) (ナンバープレート証明書、 
車両証明書)

• 固定資産税請求書

• Ontario Works (オンタリオ ワークス) や
Ontario Disability Support Program (オンタ
リオ障害支援プログラム) への振込明細書

• 雇用保険給付費明細書 T4E

• Statement of Old Age Security (老齢保障
明細書) T4A (OAS)、または Statement of 
Canada Pension Plan Benefits （カナダ 
年金制度給付費明細書）T4A (P)

• 金融機関 (銀行、信託会社、信用組合) 発行の  
RRSP (登録退職貯蓄基金) や RRIF (登録退
職年金基金)、RHOSP (登録住宅取得貯蓄基
金) の明細書

• Workplace Safety and Insurance Board  
(労災保険) の給付費明細書 T5007

• カナダ年金制度への積立明細書

• 有効なオンタリオ州フォト カード

 次の書類 1 点

2 オンタリオ州居住証明書

これらの書類に基づき、ご本人の氏名と現住所、生活の拠点がオンタリオ州であることを確認しま
す。

持参する書類: ______________________________________________________________________



3 本人確認書類 
いずれか 1 点:

•  クレジット カード

• 有効なオンタリオ州運転免許証、 
 または仮運転免許証

• 有効なオンタリオ州フォト カード

• カナダ移民 ID カード

• カナダ市民権証書 (カード)

• 先住民証明書 (書類またはカード)

• 永住権確認書 (IMM 5292) (署名入りの 
書類以外は無効)

• 勤務先の社員証

• 有効な職業団体ライセンス

• 老齢保障カード

• オンタリオ州自動車許可証 (ナンバー  
プレート証明書)

• パスポート (カナダまたは外国のもの)

• 永住者カード (署名入りのカード以外は 
無効)

• 入国記録 (IMM 1000)

• 学生証

• 組合員証

 次の書類 1 点

3 本人確認書類

これらの書類に基づき、氏名と署名を確認します。

持参する書類: ______________________________________________________________________

連絡先

一部の ServiceOntario センターでは申請日時を予約することが可能です。

オンタリオ州の写真付きヘルス カードを新規申請する際に、最寄りの ServiceOntario センターで申請
予約が可能か確認するには ServiceOntario.ca/Appointment  
をご覧いただくか、フリーダイヤル 1-888-376-5197 までお問い合わせください。

最寄りの ServiceOntario センターを確認する場合は、ウェブサイトをご覧ください。モバイル機器をご利
用の方は、ServiceOntario.ca/FindServices

にアクセスしてください。

申請資格の詳細は、ServiceOntario.ca/HealthCard またはお電話でご確認ください。

フリーダイヤル (カナダ国内):  1-800-267-8097 | テキスト電話専用フリーダイヤル (カナダ国内):  
1-800-268-7095

ServiceOntario.ca をご覧ください

ServiceOntario.ca
CLICK. DONE.
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