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                                                      資料１ 

伊賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表              

 

改正後 改正前 

○伊賀市国民健康保険税条例 ○伊賀市国民健康保険税条例 

平成16年11月１日条例第110号 平成16年11月１日条例第110号 

（納税義務者） （納税義務者） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合

算額とする。 

（１） 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭

和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条

において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用の

うち、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の医療

の確保に関する法律（昭和和57年法律第80号）の規定による後期高齢者支

援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護

保険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金（以下この条において

「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。）に

充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

（２） 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、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の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

（３） 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保

険法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額（国民

健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用（高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和57年法律80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下こ

の条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９

年法律第123号）の規定による納付金の納付に要する費用を除く。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支

援金等課税額（国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等の納付に要す

る費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）並び

に当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち、同法

第９条第２号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課

税額（国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費

用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）の合算額

とする。 
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改正後 改正前 

じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、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介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並び

に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が54万円を超える場合においては、基礎課税額は54万円とする。 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保

険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

54万円を超える場合においては、基礎課税額は54万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並

びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が19万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は19

万円とする。 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が19万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は19万円と

する。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世

帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護納付金課

税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が16万円を超える場合におい

ては、介護納付金課税額は16万円とする。 

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者（国民健康保険

の被保険者のうち、介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であるも

のをいう。以下同じ。）である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並び

に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が16万円を超える場合においては、介護納付金課税額は16万円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の２第１

項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規定

による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に100分の7.03を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の２第１

項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規定

による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に100分の6.7を乗じて算定する。 

２ 前項の場合における法第314条の２第１項に規定する総所得金額又は山

林所得金額を算定する場合においては、法第313条第９項中雑損失の金額に

２ 前項の場合における法第314条の２第１項に規定する総所得金額又は山

林所得金額を算定する場合においては、法第313条第９項中雑損失の金額に
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改正後 改正前 

係る部分の規定を適用しないものとする。 係る部分の規定を適用しないものとする。 

第４条 削除 第４条 削除 

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額） （国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について23,900

円とする。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について23,000

円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額） 

第６条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第６条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規

定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ものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下

この号において「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。）をいう。（次

号、第８条の２及び第26条において同じ。）及び特定継続世帯（特定同

一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定

月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後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。）をいう。

第３号、第８条の２及び第26条において同じ。）以外の世帯 22,000円 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法（昭和33年法律第

192号）第６条第８号の規定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もの

をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であ

って同日の属する月（以下この号において「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。）をいう。（次号、第８条の３及び第26条において同じ。）

及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者

が属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以

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。）をいう。第３号、第８条の２及び第26条において同

じ。）以外の世帯 22,000円 

(２) 特定世帯 11,000円 (２) 特定世帯 11,000円 

(３) 特定継続世帯 16,500円 (３) 特定継続世帯 16,500円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第７条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.78を乗じて算定する。 

第７条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額に100分の1.08を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額） 
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改正後 改正前 

第８条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について6,100

円とする。 

第８条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について3,500

円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等

割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等

割額） 

第８条の２ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第８条の２ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１)  特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,700円 (１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,500円 

(２)  特定世帯 2,850円 (２) 特定世帯 2,250円 

(３)  特定継続世帯 4,275円 (３) 特定継続世帯 3,375円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第９条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に100分の1.7を乗じて算定する。 

第９条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に100分の1.5を乗じて算定する。 

第10条 削除 第10条 削除 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第11条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１人

について7,700円とする。 

第11条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１人

について6,000円とする。 

第12条から第25条まで（略）  

（既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収） 

第21条 当該年度の初日の属する年の前年の10月１日からその翌年の３月31

日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税

額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険

税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属

する年の９月30日までの間において支払われる場合においては、その支払

に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則第24条の36に規定する

額を、特別徴収の方法によって徴収する。 

第21条の２から第25条まで（略） 

第12条から第20条まで（略） 

（既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収） 

第21条 当該年度の初日の属する年の前年の10月１日からその翌年の３月31

日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税

額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険

税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属

する年の９月30日までの間において支払われる場合においては、その支払

に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則（昭和29年総理府令第

23号）第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。 

第21条の２から第25条まで（略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 
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第26条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げ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）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が19万円を超える

場合には、19万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及び

カに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が16万円を超える場

合には、16万円）の合算額とする。 

第26条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げ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）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が19万円を超える

場合には、19万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及び

カに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が16万円を超える場

合には、16万円）の合算額とする。 

(１) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

33万円を超えない世帯に係る納税義務者 

(１) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

33万円を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 16,730円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 16,100円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,400円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,400円 

（イ） 特定世帯 7,700円 （イ） 特定世帯 7,700円 

（ウ） 特定継続世帯 11,550円 （ウ） 特定継続世帯 11,550円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について 4,270円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について 2,450円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,990円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,150円 

（イ） 特定世帯 1,995円 （イ） 特定世帯 1,575円 

（ウ） 特定継続世帯 2,993円 （ウ） 特定継続世帯 2,363円 

オ 介護給付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 

オ 介護給付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 
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5,390円 4,200円 

カ（略） カ（略）  

(２) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき27万円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

(２) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき27万円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 11,950円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 11,500円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,000円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,000円 

（イ） 特定世帯 5,500円 （イ） 特定世帯 5,500円 

（ウ） 特定継続世帯 8,250円 （ウ） 特定継続世帯 8,250円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について 3,050円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について 1,750円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 2,850円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 2,250円 

（イ） 特定世帯 1,425円 （イ） 特定世帯 1,125円 

（ウ） 特定継続世帯 2,138円 （ウ） 特定継続世帯 1,688円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 

3,850円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 

3,000円 

カ（略）  カ（略） 

(３) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林総所得金額の合算額

が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき49万円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除

(３) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林総所得金額の合算額

が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき49万円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除
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く。） く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 4,780円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 4,600円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,400円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,400円 

（イ） 特定世帯 2,200円 （イ） 特定世帯 2,200円 

（ウ） 特定継続世帯 3,300円 （ウ） 特定継続世帯 3,300円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について 1,220円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について 700円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,140円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 900円 

（イ） 特定世帯 570円 （イ） 特定世帯 450円 

（ウ） 特定継続世帯 855円 （ウ） 特定継続世帯 675円 

オ 介護給付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 

1,540円 

オ 介護給付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 

1,200円 

カ（略） カ（略）  

２（略）  ２（略） 

第26条の２から第27条（略） 

（特例対象被保険者等に係る申告） 

第27条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特定対象被保険

者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が

必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

第26条の２から第27条（略） 

（特例対象被保険者等に係る申告） 

第27条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特定対象被保険

者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が

必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 
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２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資

格者証（雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１

項第１号に規定するものをいう）その他の特例対象被保険者等であること

の事実を証明する書類の提示を求められた場合においては、これを提示し

なければならない。 

第28条～第31条（略） 

２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資

格者証（雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１

項第１号に規定するものをいう）その他の特例対象被保険者等であること

の事実を証明する書類を提示しなければならない。 

 

第28条～第31条（略） 

 

 


