
第3回国保運営協議会

資料 2

長浜市国民健康保険条例の一部改正について

1 改正の趣旨・理由

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正

する法律の施行により、平成 30年度から都道府県が市町村とともに国保財

政の運営を担 うこととなる。これにより国民健康保険法が改正され平成 30
年 4月 1日 に施行 されることに伴い、

'長
浜市国民健康保険条例の一部を改正

するものです。

また、国民健康保険の被保険者間の保険料負担の公平性を確保するととも

に中低所得層の保険料負担の軽減を図るため(国民健康保険法施行令の一部

を改正する政令が公布され平成 30年 4月 1日 から施行されることに伴い、

条例の一部を改正するものです。

2 主な改正内容

(1)「国民健康保険運営協議会」を「市町村の国民健康保険事業の運営に関

する協議会」に変更 し、協議会の名称 を「長浜市国民健康保険運営協議会」

とする。

(2)保険料率決定に係る基礎賦課総額の積算基準の変更

(3)基礎賦課額に係る賦課限度額の引上げ

基礎賦課額に係る賦課限度額を58万円 (現行 54万円)に 引き上げる。

(4)軽減措置の拡大

① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者

の数に乗ずべき金額を275, 000円 (現行270, 000円 )に引

き上げる。

② 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者

の数に乗ずべき金額を500, 000円 (現行490, 000円 )に引

き上げる。      ′

3 施行期日   平成 30年 4月 1日
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4 新旧対照表   別紙のとお り



平成 30年度 国民健康保険料改正概要

① 賦課限度額の引き上げ

国民健康保険料の医療分賦課額に係る賦課限度額を 58万円 (現行 :54万円)に引き上げる。

※後期高齢者支援金賦課額に係る賦課限度額 19万円、介護納付金賦課額に係る賦課限度額 16万円は据

え置き。

医療分 支援金分 介護分 合計

賦課限度額 540,000円 190,000円 160,000円 890,000円

医療分 支援金分 介護分 合計

賦課限度額 580,000円 190,000円 160,000円 930,000円

② 軽減措置の拡充 (5割、 2割軽減) 、

国民健康保険料の軽減措置について、 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者

の数に乗ずべき金額を27.5万 円 (現行 :27万円)に引き上げ、 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の

算定において被保険者の数に乗ずべき金額を50万円 (現行 :49万円)に引き上げる。

※特定同一世帯所属者…国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となうた後も継続して同一の世帯に属

する方をいいます。(世帯主変更などがあつた場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。)

2

軽減判定基準額 (擬主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額)

世帯の合計所得が33万円以下

世帯の合計所得が 〔33万円+(27万 円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)〕 以下

世帯の合計所得が 〔33万円十 (49万 円×被保険者えび特定同一世帯所属者の数)〕 以下

< 820,000円1人 ＜
事

600,000円

2人 ≦
一

870,000円 ＜
〓 1,310,000円330,000円

＜
〓 1,140,000円 ＜

〓 1,800,000円3人

軽減判定基準額 (擬主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額)

世帯の合計所得が 33万円以下

世帯の合計所得が 〔33万円+(27.5万 円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)〕 以下

世帯の合計所得が 〔33万円+(50万 円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)〕 以下

1人 < 605,000円 ≦
一

830,000円

≦ 880,000円 < 1,330,000円2人

3人

330,000円

＜
〓 1,155,000円 < 1,830,000円



長 浜市 国民健 康保 険条例 の一部 を改正す る条例

十日新

第2章 鶴ワ条 。第3菊

(市が行 う国 (市が行う国民陶噺閑剣

第 1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例 第 1条 市が行う国民健康保険については、法令に定めるもののほか、この条例の定め

の定めるところによる。 るところによる。

(市町村の国      の運営に関する協議会の名称及び委員の鋤

第2条 国民健康保険法 (昭和錦年法律第192号Ь以下「法」という。)第11条第2項の

規定に基づき設置する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、長

浜市国民健康媚喰置擁    (以下「協議会|という6)とする∩     ―

(国民健康保険運営協議会の委員の醐

2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。 第2条 長浜市国民健康烈喰運営協議会 (以下「協議会」という。)の委員の定数は、

(1)～ (4)lttl

次に定めるところによる。

(1)～ (4)lttl

目次

第 1章 市が行う国民健康保険の事務 (第 1菊

(鱒 剰

第8条 市は、法第穆条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これら

の事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行

う。

(1)～ (4) (略 )

2・ 3  1ttl

目次

第 1章 市が行う国民健康保険 (第 1久木l

第 2章 国民健康保険運営協議会 (第 2条 。第3条)

(鱒 鶏

第8条 市は、国民健康保険法 (昭和路年法律第192号b以下「法」という。)第72条の

5に規定する特定鉾 を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつ

て、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行九

(1)～ (4)lttl

2・ 3  1ttl
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1日新

(保険料の貝薦痔司

第12条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額

(国民健康保険法施行令 (昭和路年政令細 号)第閉条の7第 1項第 1号に規定する

基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額 (同項第 2号に規定
・ する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者

(同項第 3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定し

た介護納付金賦課額 (同項第 3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)

の合算額とする。

(門 の噸

第12条 保険料の賦課額は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につ

き算定した基礎賦課額 (国民健康保険法施行令 (昭和錦年政令細 号)第幻条の7第

■璽に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額 (同

項に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課

被保険者 (同項に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定

した介護納付金賦課額 (同項に規定する割 北観棚 をいう。以下同じ。)の合

算額とする。

(一般被保険者に係る期 庵尉鮮司 (一般被保険者に係る期 薦鶏鮮働

第13条 保険料の賦課額のうち一般被保険者 (法附則第 7条第 1項に規定する退職被保 第13条 保険料の賦課額のうち下般被保険者 (法附則第 7条第 1項に規定する退職被保

⌒

険者等 (以下 暁鮒級保院者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同悦 )に
係る基礎賦課額 (第32条の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつて

は、その減額することになる額を含む。)の総額 (以下「基礎賦課総額」という心)

は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準と

して算定した額とする。

(1)当該年度における次に掲げる額の合算額

険者等 (以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に
係る期 帥   (第32条の規定により翻 棚 を減額するものとした場合にあって

は、その減額することになる額を含軌 )の総額 (以下「基礎賦課総額」という。)

は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準と

して算定した額とする。

(1)当該年度における療養の給付に要する費用 (一般被保険者に係るものに限

る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事

養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用 (一般被保

の

等 (以下 「前翔高齢者納付金等 |と いうぉ)の糸M寸 1こ要する費用の額、保健事業に

要する費用の額、法第 1条の2第 1項第 1号に掲げる交付金を交付する事業に係る

同条第 2項の規定による拠出金 (当該事業に関する事務の処理に要する費用に係る

ものを除く。)の納付に要する費用の額、同条第 1項第 2号に掲げる交付金を交付

する事業に係る同条第 2項の規定による拠出金 (当該事業に関する事務の処理に要

の

よ

(2/11)

援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等 (以下



「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法 (平成9年法律第123号)の規定

による納付金 (以下「介護納付金|という。)の納付に関する事務を含むЬ次号に

おいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額 (退職被保険者等に係る療養の

納付金の納付に要する費用の額を除く。)の合算額から法附則第 7条第 1項第 2号

に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合 (以下「退職

被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額 (高齢者医療確保法

の規定による前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した櫛

り

~/ 
療養の給付に要する費用 (一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給

付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時

生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送

費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用 (下般被保険者に係

るものに限る。)の額

イ よ え

条の7第 1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)

の納付に要する費用 (県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、

県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定に

よる後期高齢者支援金等 (以下「後期高齢者支援金等」という。)、 高齢者医療
雅 柱 上 ∩ 十日七 L こよス唐 岸諄協 士撻 ハ 生 rけ f下 陪 蒔熊逸 寸擢 ハ 笙 |> ヤ

び介護保険法 (平成9年法律第123号)の規定による納付金 (以下「介護納付金」

という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

立 法第 1条の2第 4項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

二 法纂 1条の2第 9項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要す

る費用の額

_オ 保健事業に要する費用の額

空 その他国民健康保険事業に要する費用 (国民健康保険の事務の執行に要する費

為ヽ   ヽ形

十日新
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1日新

③

用を除く。)の額 (退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該

給付に係る一部負担金に相婆する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院

時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送

用 (県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及

び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

の額を除く6)

(2)当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法矧 篠 の規定による補助金の額

イ 法附則第2条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける

する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護

糸鵡 冬の糸M寸に要→る脅用に充てる部分に限るぃ以下このイにおいて同じ6)に

(2)当該年度における法第70条の規定による負担金 (高齢者医療確保法の規定によ

る後期高齢者支援金 (以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法

の規定による病床転換支援金 (以下「病床転換支援金 |と いうぃ)並びに介誇納付

金の納付に要する費用に係るものを除く。)、 法第72条の規定による調整交付金

後期高齢者支援金及び病       びに介護納付金の納付に要する費用に係

るものを除く。)、 法第罷条の2の規定による都道府県調整交付金 (後期高齢者支

援金及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除

く。)、 法第72条の5の規定による負担金、法第74条の規定による補助金、法第75

イこ る の

第81条の2第 1項の規定による交付金並びにその他の国民健康保険事業に要する費

用 (国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び病床転

換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入 (法第72

条の3第 1項の規定による繰入金及び法附則第 7条第 1項の規定による療養給付費

等奄付金 (以下「療春給付書等奄付金1滋いうぃ)を除くハ)の額の合算額

(4/H)



十日新

係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金 (国民健康保「父

事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

立 法第75条の2第 1項の国民健康保険保険給付費等交付金 (工において「国民健

い

駕

る費用 (法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第 1項に規定する療

養の給付等に要する費用をいう。以下同悦 )イこ係るものを除く。)の額

エ

田 歩 降冬ど  ヽ あ∩ 西7衣 r沖附 日IItt Q基雀 lI百∩キロ士 Ir卜 n羊々嶽 シ ス拍 ナー注のた

第72条の3第 1項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金 (退

(那験例険和こ係る基礎賦課額の閑父酢つ

第17条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1)lttl

(2)被保険者均等割 下般被保険者に係る基礎賦課総額の1げ刀の`35に相当する額を

当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を

勘案して算定した数で除して得た額

(3)世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウま

でに定めるところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 下般被保険者に係る基礎賦課総額の100/ガ
＼の

15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一

般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者

(法第 6条第 8号に該当したことによリネ皮r呆「尖者の資格を喪失した者であつて、

当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同

じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて同日の属する月

(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの (当該世

帯に他の被保【父者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分

(一般被保険者に係る基礎賦課額め

第17条 ■般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1)lttl

(2)被保険者均等割 下般被保険者に係る基礎賦課総額の100/刀
＼の35に相当する額を

当該年度の初日における下般被保険者の数で除して得た額

(3)世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウま

でに定めるところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 ■般被保険者に係る基礎賦課総額の1∞分の

15に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者が属する世帯の数から特

定同一世帯所属者 (法第 6条第 8号に該婆したことにより被保険者の資格を喪失

した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する

者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であっ

て同日の属する月 (以下「特定月」という。)以後 5年を経過する月までの間に

あるもの (当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」とい

う。)の数に2分の 1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属す
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イ・ウ  (略l

2・ 3 (略 ) 2・ 3  (円各l

朗 幽 帥 蜘

第22条 第14条又は第18条の基礎賦課額 (一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯 第22条 第14条又は第18条の基礎賦課額 (一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯

の 1を乗じて得た数と特定同下世帯所属者と同一の世帯に属する_般被保険者が

属する世帯であつて特定月以後 5年を経過する月の朝 から特定月以後 8年を経

過する月までの間にあるもの (当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以

下「特定継続世帯」という。)の数に4分の 1を乗じて得た数の合計数を控除し

た数で除して得た額

イ・ウ (略)

に属する場合には、第14条の基礎賦課額と第18条の基礎賦課額との合算額をいう。第

31条及び第鬱条第 1項において同じ。)は、路万円を超えることができなし、

る一般被保険者が属する世帯であつて特定月以後 5年を経過する月の劉 から特

定月以後 8年を経過する月までの間にあるもの (当該世帯に他のネ皮イ呆「父テ者
―がいな

い場合に限るЬ以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数

の合計数を控除した数で除して得た額

に属する場合には、第14条の基礎賦課額と第18条の基礎賦課額との合算額をいう。第

31条及び第骸条第1項において同じ。)は、54万円を超えることができなVL

(一般被保険者に係る後期高齢者 (=般被保険者に係る後期高齢者支援金鞠武鶉鮮働

第2条の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額 (第 第盟条の2 保険料の賦課額のうち下般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額 (第

32条の規定により後期高齢者支援金等賦課を減額するものとした場合にあつては、そ

の減額することになる額を含軌 )の総額 (以下「後期高齢者支援金等賦課総額」と

いう。)は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。

(1)当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 (県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金

等の納付に要する費用に係る部分であつて、県が行う国民健康保険の一般被保険者

ι江標 /、 や、のに日忌る^々丹において同 し )

磁条の規定により後期高齢者支援金等賦課を減額するものとした場合にあつては、そ

の減額することになる額を含帆 )の総額 (以下「後期高齢者支援金等的 と

いう。)は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。

(1)

乗じて得た額を控除した額

(2)当該年度における法第70条の規定による負担金 (後期高齢者支援金及び病床転

換支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、 法第72条の規定による調整交

付金 (後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要する費用に係るものに限

る。)、 法第穆条の2の規定による都道府県調整交付金 (後期高齢者支援金及び病

121 当該年度における次に掲げる額の合算額
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二 法附貝1第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける

補助金 (国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及
び同条の規定により貸し付けられる貸付金 (国民健康保険事業鄭 識 征の納付に

要する費用に係るものに限る。)の額

イ

する費用に限る。)のための収入 (法附則第 9条第 1頂の規定により読み替えら

れた法第72条の3第 1項の規定による繰入金を除く。)の額

(一般被保険者に係る後期高齢者       ω

第2条の5 -般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。

(1)所得割 後期高齢者支       の1∞分の開に相当する額を一般被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等 (国民健康保険法施行令第乃条の7第 3項第4号

、 ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規貝J第39条の9の 2に規

定する方法の例により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2)被偶険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額のloo/刀` の351軒目当する額を当該

年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案

して算定した数で除して得た額

(3)世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウま

でに定めるところにより算定した額

床転換支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、 法第75条の規定による補

助金 (後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係るものに

用に係るものに限る。)その他国       に要する費用 (後期高齢者支援金

援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)の
ための収入 (法第72条の3第■頂の規定による繰入金及び療養給付費等交付金を除

く。)の額の合算額

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の閑肉昨つ

第22条の5 -般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。

(1)所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の1∞分の開に相当する額を一般被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等 (国民健康保険法施行令第
"条

の7第 3項第4号

ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則第32条の9に規定す

る方法の例により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2)被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100′刀の`35に相当する額を当該

年度の初日における下般被保険者の数で除して得た額

(3)世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウま

でに定めるところにより算定した額

(7/H)
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2

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 =般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦

課総額の100/ァJ｀の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各

年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世

帯の数に2分の 1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の 1を乗じて得た数

の合計数を控除した数で除して得た額

イ・ウ (略)

3(略 )

額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総

額 (以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2

号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1)当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 (県の国民健

てヽ

部分に限る。次号において同悦 )

(2)婆該年度における次に掲げる額の合算額

二 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける
ウ占日名えき r匠可

―
亡 ィ里【騨 獅 膝 rア 錦ヽ Ir亜―

・
鶏 E日

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦

課総額の100′刀の`15に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者が属する

世帯の数から特定世帯の数に2分の 1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分
の 1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

イ・ウ (略)

2・ 3  1ttl

額を減額するものとした場合にあらては、その減額することになる額を含む。)の総

額 (以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第 1号に掲げる額の見込額から第2

号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1)当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額

(2)当該年度における法籍 際 の規定による負担金 (介護納付金の納付に要する費

用に係るモ)のに限るぉ)、 法第72条の規定による調整交付金 (介護納付金の納付に
車―き―ス暮 田と

「
権 ス エ、の とr隠ス  ゝ 渉 蜜 79墾ρう2 ρめキロ″ ι }ス熱 消 府 巨謂琺 本 F寸本

(介護納付金の糸M寸に要する費用に係るものに限る。)、 法第75条の規定による補

助金 (介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金 (介護納付

る の I る

(介護納付金の納付に要する費用 (介護納付金の納付に関する事務の執行に要する

書用を除くハ)に係るイゝのに限るハ)のための川又入 (法新 2条の3第 1項の婦庁に

徘許 Ⅳ三趨 闘 離 綱 命許 船 割 婦船綱

第出条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額 (第32条の規定により介護納付金賦課 第23木え 保険料の賦課額のうち介護納砲 帥   (第磁条の規定により介護納付金賦課

4

る の イrR巳ス   ヽ弔

び同条の規定により貸し付けられる貸付金 (国民健康保険事業費納付金の納付に

遣、

(8/H)
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要する費用に係るものに限る。)の額

イ

する費用に限る。)のための収入 (法附則第 9条第 1項の規定により読み替えら

れた法第72条の3第 1項の規定による繰入金を除く。)の額

徘許 腑 郷 円 顧 め

第27条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりと

する。

(1)(円各l

(2)被保険者均等割 介護納付金賦課総額の1∞分の35に相当する額を当該年度の前

年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘

案して算定した数で除して得た額

(3)世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100ノ刀の`151軒目当する額を当該年度の前年

度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世梓

の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2・ 3  1ttl                         
″

衝潮醐相後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第31条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増

加若しくは減少し、又は一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった

若しくは介許 M逹釧蒔尉Я蔽 者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第幻

条の7の 2第 2項に規定する特例対象被保険者等 (以下「特例対象被保険者等」とい

う。)となつた場合における当該納付義務者に係る第14条、第18条、第2条の2若し

くは第22条の6の額 (被保険者数が増加若しくは減少した場合 (特定同一世帯所属者

に該婆することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等

となつた場合における当該納付義務者に係る世帯平等割を除く。)又は第24条の額又

は第鬱条第 1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み

い許 舶 班 蹄 顧 め

第27条 介護納帥 織 者に係る介       の保険料率は、次のとおりと

する。

(1)lμttl

(2)被保険者均等割 介護納イ的 の1∝分の35に相当する額を当該年度の初

日における介護納付≦蝉岬 の数で除して得た額

(3)世帯別平等割 介護納付金賦課総額の1∞分の151群目当する額を当該年度の初日

における介護納付
`銀

岬 の属する世帯の政で除して得た額

2・ 3  1ttl

餌研醐 日後において糸M能 の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第31条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増

加若しくは減少し、又は一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった

若しくは介務 Ⅳ逹餌隣剰脚剰瞼者でなくなつた、若しくは国躙 霊閑険法施行令第幻

条の7の 2第 2項に規定する特例対象被保険者等 (以下「特例対象被保険者等」とい

う。)となわた場合における当該納付義務者に係る第14条、第18条、第2条の2若し

くは第賜条の5の額 (被保険者数が増加若しくは減少した場合 (特定同一世帯所属者

に該当することにより被保険者数が減少した場合を除くЬ)又は特例対象被保険者等

となった場合における当該納付義務者に係る世帯平等割を除く。)又は第路条の額又

は第32条第 1項各号に定める額若しくは同条第 3項若しくは第4項の規定により読み

十日新
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替えて準用する同条第 1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その糸M寸義務が発生

し、又は被保険者数が増加し若しくは減少した日 (法第 6条第 1号から第 8号までの

規定のいずれ力ヽ こ該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減

少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は一世帯に属する被保

険者が介詠 M逹鉾店梨被保険者となった若しくは介護納帥 烈瞼者でなくなっ

た日又は特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月害1をもつて行う。

2   1田各l

替えて準堀する同条第 1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生

し、又は被保険者数が増加し若しくは減少した日 (法第6条第 1号から第8号までの

規定のいずれ力Чこ該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減

少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は一世帯に属する被保

険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなっ

た日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもつて行う。

2(略 )

(側 の開 (硼 の開

第笠条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課 第乾条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課

“
Ｎ

額は、第14条又は第18条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額し

て得た額 (当該減額して得た額が路万円を超える場合には、58万円)とする。

(1)´ (円各l

(2)前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第31探の2第 2項に掲げる金額に27万 5千円

に当該年度の保険料賦課期日 鰤職醐 日後に保険料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属

する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額

ア・イ (略)

(3)第 1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第 2項に掲げる金額に関万円に

当該年度の保険料賦課期日 (賦課期日後に保険料の糸M寸義務が発生した場合にはそ

の発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者であつて前 2号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属

額は、第14条又は第18条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額し

て得た額 (当該減額して得た額が54万円を超える場合には、54万円)とする。

(1)(田各l

(2)前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法籍 1探の2第 2項に掲げる金額イこ27万円に当

該年度の保険刑ば課期日 (賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその

発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の

納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する

被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額

ア・イ (略)

(3)第 1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第 2項に掲げる金額に49万円に

当該年度の保険料賦課期日 (賦課期日後に保険料の率M寸義務が発生した場合にはそ

の発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料

の糸M寸義務者であつて前 2号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属

(10/11)



事
銀

十日

する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額

ア・イ  lttl

2(略 )

3 前 2項までの規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場

合において、第 1項中「翻 蒜孵蜘 とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、
「第14条又は第18条」とあるのは「第22条の3又は第2条の 6」 と、「54万円」とあ

るのは「19万円」と、次項中「第17条」とあるのは、「第2条の 5」 と読み替えるも

のとする。

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合

において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納砲 蒔驚蜘 と、「第14条又

は第18条」とあるのは「第蟄条」と、「阻万円」とあるのは「16万円」と、第 2項中
「第17条」とあるのは「第27条」と読み替えるものとする。

(特例姑象被保険者等に係る届出)

第働条の2 (略 )

2 前項の届出は、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則 (昭和開年労働省令第3

号)第17条の2第 1項第 1号に規定する雇用保険受給資格者証を提示して行わなけれ

ビならない。

新

する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額

ア・イ  lttl

2   1ttl

3 前 2項までの規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場

合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等貝蒜難蜘 と、
「第14条又は第18条」とあるのは「第22条の3又は第22条の 6」 と、「58万円」とあ

るのは「19万円」と、次頂中「第17条」とあるのは、「第2条の 5」 と読み替えるも

のとする。

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。こσ)場合

において、第 1頂中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第14条又

は第18条」とあるのは「第塞条」と、「弼万円」とあるのは「16万円」と、第 2頂中
「第17条」とあるのは「第27菊 と読み替えるものとする。

(特例姑象被保険者等に係る届出)

第39条の2  1ttl

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則 (昭和5()年労働省

令第 3号)第 17条の2第 1項第 1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求めら

れた場合においては、これを提示しなければならなしも

(H/H)


