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   平成３０年度から、都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を担い、財政および事業運営において中心的な役割を果たすことにより、制度の安定化を図る国保の広域化がスタートします。 今後、都道府県は各市町村の被保険者数や医療費・所得水準を踏まえ、市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定するとともに、適切な税収を確保するための標準保険税率を提示します。 各市町村は、それを参考に保険税率を決定し、保険税の賦課・徴収を行い、都道府県に納付金を納める仕組みとなります。 また、和歌山県においては、「和歌山県国民健康保険運営方針」が策定され、将来的には平成３９年度（国保制度改革から１０年間）までの期間で統一保険税を目指すこと、また、算定方式についても資産割を廃止し３方式に統一することを目指すこととされています。 

 ●●●●算定方法算定方法算定方法算定方法     国民健康保険税は、①「医療分」と②「支援金分」と③「介護分」の合算額になります。 

              ＋              ＋           ＝ 

   上記の合算額を世帯主の方に納税いただきます。世帯主が国民健康保険の加入者でない場合（擬制世帯主といいます。）でも、世帯に国民健康保険に加入している方がいる場合は世帯主が納税義務者となり、納税通知書も世帯主に送付されます。   ※年度の途中で７５歳になられて国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行される方の分については、あらかじめ７５歳になる前月分までを計算して納期数で割って課税しています。後期高齢者医療保険料と重複することはありません。 

 

 ●●●●税率税率税率税率等等等等        紀の川市では、和歌山県の運営方針に基づき、下記のとおり平成３０年度から平成３２年度で、資産割の税率を段階的に縮小し、算定方式を従来の４方式（所得割・資産割・均等割・平等割）から、資産割を廃止した３方式（所得割・均等割・平等割）に移行することになりました。 

 年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 税率 ６６％ ４０% ２０% ０%       ※資産割の段階的廃止に伴う課税額の減少分は、所得割および均等割、世帯割の税率を 見直すことで対応します。   また、県が示す標準保険税率を参考に、国民健康保険事業費納付金の納付に必要な金額を基に、平成３０年度の紀の川市国民健康保険税率を、下記のとおり改定します。     ①医療分 区 分 改定前 改定後 計算の方法  所得割 7.0% 7.0%  加入者ごとに次の計算をして合算します。 〔（平成 29 年分総所得金額等－基礎控除 330,000 円）×7.0％〕  資産割 40.0％ 25.0％  加入者全員の固定資産税額×25.0％  均等割 26,000 円 25,400 円  加入者数×25,400 円  平等割 26,000 円 25,400 円  １世帯につき 25,400 円  賦課限度額 540,000 円 580,000 円  上記の合計が年税額になります。 合計が 580,000 円を超えたときは 580,000 円になります。  ※地方税法施行令の改正により限度額が引き上げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

①医療課税分 
②後期高齢者支援金  課税分 

③介護課税分 （40 歳～64 歳） 
国民健康保険税 



②支援金分 区 分 改定前 改定後 計算の方法  所得割 2.2％ 2.2%  加入者ごとに次の計算をして合算します。 〔（平成 29 年分総所得金額等－基礎控除 330,000 円）×2.2％〕  資産割 12.0％ 7.0% 加入者全員の固定資産税額×7.0％  均等割 8,000 円 7,400 円  加入者数×7,400 円  平等割 8,000 円 7,400 円  １世帯につき 7,400 円  賦課限度額 190,000 円 190,000 円  上記の合計が年税額になります。 合計が 190,000 円を超えたときは 190,000 円になります。 
 ③介護分（40 歳以上 64 歳以下の方のみ） 区 分 改定前 改定後 計算の方法  所得割 2.4％ 2.4％  該当する加入者ごとに次の計算をして合算します。 〔（平成 29 年分総所得金額等－基礎控除 330,000 円）×2.4％〕  資産割 14.0％ 8.0％  該当する加入者全員の固定資産税額×8.0％  均等割 8,500 円 7,900 円  該当する加入者数×7,900 円  平等割 8,500 円 7,900 円  １世帯につき 7,900 円  賦課限度額 160,000 円 160,000 円  上記の合計が年税額になります。 合計が 160,000 円を超えたときは 160,000 円になります。  ※年度の途中で６５歳になられる方の介護分については、あらかじめ６５歳になる前月分までを計算して納期数   で割って課税しています。介護保険料と重複することはありません。 

 

    ●●●●所得割額所得割額所得割額所得割額におけるにおけるにおけるにおける総所得金額等総所得金額等総所得金額等総所得金額等についてについてについてについて      総所得金額等とは、地方税法第 314 条の 2 第 1 項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額（源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます）、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。 

  ◎具体例は、下記のとおりです。   利子所得、配当所得、不動産所得、事業・その他の事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額、山林所得、青色事業専従者給与所得の金額、事業専従者給与所得の金額。   ※退職所得（退職金を一時金として受け取る場合）は、総所得金額等には含みません。  ◎国民健康保険税における所得割額の算定の際には、下記の控除が認められています。   純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除  ◎下記の控除については、国民健康保険税における所得割額の算定の際には、認められていません。   雑損控除（繰越控除を含みます）、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除 

 ●●●●軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置（（（（均等割均等割均等割均等割とととと平等割平等割平等割平等割の７の７の７の７割割割割・５・５・５・５割割割割・２・２・２・２割割割割のののの軽減軽減軽減軽減））））      賦課期日現在の前年の世帯総所得金額等（擬制世帯主を含む世帯主と世帯に属する被保険者の合計）が、一定の基準以下の場合は、均等割と平等割が軽減されます。 ７割軽減・５割軽減・２割軽減とも申請の必要はありませんが、収入の有無にかかわらず 19 歳以上の方（平成１１年１月１日以前生まれ）は、必ず所得申告が必要です。 所得金額の区分 軽減割合 世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の 総所得金額等の合計額   ３３万円 以下 ７割軽減 ３３万円＋（２７．５万円×被保険者数および ５割軽減 特定同一世帯所属者数の合計） 以下 ３３万円＋（５０万円×被保険者数および ２割軽減 特定同一世帯所属者数の合計） 以下 



※賦課期日は４月１日（４月２日以降に納付義務が発生した場合はその日）です。 ※納税通知書に記載されている「基準所得金額」は基礎控除３３万円を控除した後の額になります。軽減判定所得については基礎控除３３万円の控除前の額で判定します。 ※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、世帯主が変わることなく継続してその世帯にいる方のことです。 ※軽減を判定する際の総所得金額等の注意点（所得割額の算定所得とは一部異なります）   ・６５歳以上（昭和２８年１月１日以前生まれの方が対象）の公的年金を受給されている方は１５万円を年金所得から控除した額で軽減判定を行います。   ・土地等の譲渡所得については特別控除前の金額で軽減判定します。   ・専従者給与は、支払者の所得金額として軽減判定します。 ※平成３０年度の税制改正による軽減対象者拡大 ・５割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を「27 万円」から「27 万 5 千円」に変更しました。 ・２割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を「49 万円」から「50 万円」に変更しました。     ●●●●納期限納期限納期限納期限についてについてについてについて      普通徴収（口座振替・納付書）   ６月から３月の毎月月末日、１２月は２５日となります。（ただし月末日が土・日・祝日の場合は翌開庁日）。 期別 納期限 期別 納期限 第１期 平成３０年 ７月 ２日 第６期 平成３０年１１月３０日 第２期 平成３０年 ７月３１日 第７期 平成３０年１２月２５日 第３期 平成３０年 ８月３１日 第８期 平成３１年 １月３１日 第４期 平成３０年１０月 １日 第９期 平成３１年 ２月２８日 第５期 平成３０年１０月３１日 第１０期 平成３１年 ４月 １日    特別徴収（年金天引き）   ４月・６月・８月・１０月・１２月・２月の各年金支給時に天引き  ●国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税のののの特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収（（（（年金年金年金年金よりよりよりより天引天引天引天引きによるきによるきによるきによる納付納付納付納付））））   一定の条件を満たされた方は、年金より天引きとなる「特別徴収」で納付いただきます。   ただし、口座振替で納めていただいている方、またこれから口座振替で納めていただける方は申し出により特別徴収を中止することもできます。 ◎◎◎◎特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる方方方方      世帯内の国民健康保険加入者全員が６５歳以上７５歳未満の世帯の世帯主［擬制世帯主は除きます］であって、年額１８万円以上の年金（担保に供していないものに限る）を受給していて、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の２分の１を超えない方。 ・4 月から特別徴収の方（４月・６月・８月は仮徴収、１０月・１２月・２月は本徴収） ・10 月から特別徴収の方（６月～９月は従来どおりの納付方法、１０月・１２月・２月は本徴収） ◎◎◎◎特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収をををを中止中止中止中止しししし口座振替口座振替口座振替口座振替によりによりによりにより支払支払支払支払うことでうことでうことでうことで、、、、世帯世帯世帯世帯のののの所得税所得税所得税所得税・・・・市県民税市県民税市県民税市県民税のののの負担負担負担負担がががが少少少少なくなるなくなるなくなるなくなる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。      納付した国民健康保険税は社会保険料控除の対象となりますが、特別徴収の場合は、年金受給者本人にしか社会保険料控除が適用されません。このため、口座振替と年金より天引きによる納付では、所得税と市県民税についてこれまでとは税負担額が変化する場合があります。 ただし、所得額や他の控除によっては変わらない場合もあります。  ◎◎◎◎75757575 歳歳歳歳にににに到達到達到達到達するするするする年度年度年度年度はははは特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収がががが中止中止中止中止となりますのでごとなりますのでごとなりますのでごとなりますのでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。            75 歳になると後期高齢者制度に移行するため特別徴収が中止となり、移行までの国保税は普通徴収で納付いただきます。納付方法が変わりますので納め忘れにご注意ください。  ●●●●非自発的失業者非自発的失業者非自発的失業者非自発的失業者のののの国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税のののの軽減制度軽減制度軽減制度軽減制度    倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方の保険税の軽減  【【【【対象対象対象対象となるとなるとなるとなる方方方方】】】】   ・・・・離職時点６５歳未満の方で、雇用保険受給資格者証に下記コードの記載がある方。    （１）雇用保険の特定受給資格者（倒産・解雇などによる離職） 〈確認方法〉「離職理由」欄が次のコード「１１、１２、２１、２２、３１、３２」    （２）雇用保険の特定理由離職者（雇い止めなどによる離職） 〈確認方法〉「離職理由」欄が次のコード「２３、３３、３４」 ・・・・当市の非自発的失業軽減に関する申告書、および雇用保険受給資格者証の写しを提出された方。   ・・・・給与所得がゼロでない方。   



 【【【【軽減軽減軽減軽減内容内容内容内容】】】】    ・国民健康保険税の所得割を前年の給与所得給与所得給与所得給与所得のみのみのみのみを３０/１００とみなして計算します。    ・国民健康保険税の均等割・平等割の軽減、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定において該当者の給与所得給与所得給与所得給与所得のみのみのみのみを３０/１００として算定します。  【【【【軽減期間軽減期間軽減期間軽減期間】】】】    離職の翌日から翌年度末までの期間です。    ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。    ※国民健康保険に加入中は軽減でき、一度脱退し再度加入する場合において残っている期間があればその期間中は軽減できます。 【【【【申請方法申請方法申請方法申請方法】】】】                保険証と雇用保険受給資格者証及びマイナンバー通知カードを持参し、市役所国保年金課・各支所窓口で「国民健康保険特例対象被保険者等に係る申告書」を記入し提出してください。その際、雇用保険受給資格者証の写しをいただきます。なお、申請の受付は随時行っていますが、保険税への適用は通常、申請の翌月以降の納付額を変更します。（計算は年度分となります）。  ○ 病気や失業・倒産などで急に収入が減ってしまった場合や災害で家屋に大きな損害を受けた場合など、どうし ても国民健康保険税を納付できなくなってしまった時は、滞納のままにせず、お早めにご相談ください。   ●●●●紀紀紀紀のののの川市川市川市川市にににに転入転入転入転入しししし国保加入国保加入国保加入国保加入されたされたされたされた方方方方についてについてについてについて      転入元の市町村への所得照会により所得が判明した時点で所得割が賦課されますので、それ以降の納期から増額・減額されることがあります。  ●●●●審査請求審査請求審査請求審査請求についてについてについてについて    送付させていただいた通知書に不服がある場合は、この通知書を受けた日の翌日から起算して３箇月以内に、紀の川市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。前記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、紀の川市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます（紀の川市長が被告の代表者となります。）。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  ●●●●国保国保国保国保にににに関関関関するするするする異動届異動届異動届異動届はははは、、、、必必必必ずずずず 14141414 日以内日以内日以内日以内にににに！！！！！！！！    <<<<世帯主による届出の義務など>>>> 就職、転勤、入学など、家族の中で国保の資格に変更はありませんか？ 国保への加入や脱退、または世帯の分離や合併など異動のある場合は、事実が発生してから必ず 14 日以内に、世帯主が国保年金課、各支所または鞆渕出張所へ届出なければなりません。     ～～～～国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの加入加入加入加入・・・・脱退脱退脱退脱退のののの届出届出届出届出がががが遅遅遅遅れるとれるとれるとれると～～～～    届出が遅れると、次のようなトラブルが起こることがありますので、早めの手続きをお願いします。 ①①①①国保国保国保国保にににに加入加入加入加入するするするする届出届出届出届出がががが遅遅遅遅れるとれるとれるとれると    保険証がないので、医療費は全額自己負担になります。資格ができた月（退職した月など）まで遡って保険税を納めてもらいます。 ②②②②国保国保国保国保をををを脱退脱退脱退脱退するするするする届出届出届出届出がががが遅遅遅遅れるとれるとれるとれると    資格がなくなったあとで、うっかり国保の保険証を使って診療を受けた場合、国保が負担した医療費を返 してもらいます。新たに加入した会社の健康保険などと、国保の両方に保険税・料を二重で納めてしまうことがあります。  ●●●●任意継続制度任意継続制度任意継続制度任意継続制度をごをごをごをご存知存知存知存知ですかですかですかですか？？？？      一定期間勤めていた会社を退職した場合、それまで加入していた健康保険を退職の翌日から２年間、任意で継続できる制度があります。 「任意継続制度」は、退職から 20日以内に届けなければならないなど、健康保険の種類によって取り決め があります。詳しくは、加入している健康保険の事務所にお問い合わせ下さい。   



●●●●納付納付納付納付はははは便利便利便利便利なななな口座振替口座振替口座振替口座振替をををを 国民健康保険税の納付は、便利な口座振替をご利用ください。ご指定の口座から自動振替の方法で納めていただくことができます。納期ごとに金融機関等にお出かけいただかなくてもよいので、お忙しい方や留守になりがちな方などにとって納め忘れのない便利な制度です。 取扱金融機関  紀の里農業協同組合、紀陽銀行、南都銀行、きのくに信用金庫、近畿労働金庫  池田泉州銀行、ゆうちょ銀行・郵便局（近畿２府４県内） 申込み方法  申込み用紙は、市役所、各金融機関に備え付けています。  通帳と登録の印鑑をご用意いただき、各金融機関でお申込みください。  ●●●●国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税のののの納付済証明書納付済証明書納付済証明書納付済証明書のののの発行発行発行発行についてについてについてについて  確定申告や年末調整のとき、国民健康保険税の納付額が社会保険料控除の対象となりますので、毎年１月下旬に納付済証明書を郵送させていただいています。 ただし、市から郵送させていただく納付済証明書は普通徴収分のみのものとなりますので、年金より天引きの特別徴収分は年金支給者（日本年金機構等）からの通知でご確認ください。  ●●●●保険税保険税保険税保険税をををを納納納納めないでいるとめないでいるとめないでいるとめないでいると 特別な事情がないのに国民健康保険税を納めないでいると、保険証の有効期限が短くなったり、資格証明書の交付となったり、給付の差し止めなどの措置がとられます。このような措置がとられても納税義務はなくなりません。保険税は納期内に納めましょう。  ●●●●国保税国保税国保税国保税のののの減額減額減額減額・・・・免除免除免除免除 次のような場合には、国民健康保険税の減額免除を受けられる場合があります。 １．災害等により住宅・家財等が損害を被ったとき ２．災害等により農作物に甚大な被害を受けたとき ３．特別な事情により収入が激減し、生活が著しく困難となったとき  など なお減免を受けるには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。 


