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　長崎市の国保においては、加入者の減少に伴い国保税の収入が減少していく一方で、医療費の増加に伴い
1人当たりの保険給付費が年々増加しています。平成30年度以降は単年度収支の赤字が続いており、今後も
赤字が見込まれています。国保の財政運営を維持していくためには、国保税の税率等を改定し、国保税の収
入を増やす必要があります。このため、令和４年度から令和５年度の２か年にかけて段階的に国保税の税率
等を改定することとなりました。
　被保険者の皆様には、ご負担をお願いすることになりますが、今後とも皆様が安心して医療を受けられる
よう、安定した国保財政を運営していくため、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和４年度・５年度に国保税の税率等を改定します。令和４年度・５年度に国保税の税率等を改定します。
～被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします～～被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします～

　被保険者数は、人口減少や高齢化に伴う後期高齢者医療制度への移行などの影響で、年々減少してい
ます。
　一方、被保険者のうち、70～ 74歳の被保険者数は、団塊の世代の影響により、令和３年度まで増加し、
その後、75歳に到達する４年度から後期高齢者医療制度への移行により減少することが見込まれます。

　高齢者数の増加や医療の高度化など
により医療費が増加している影響で、
１人当たりの保険給付費（医療費の国
保負担部分）は年々増加しています。
　一方で、１人当たりの国保税負担額
はほぼ横ばいで推移しています。

（1）長崎市国保の現状

★国民健康保険（国保）からの大切なお知らせ

○被保険者数の推移

○保険給付費と国保税の推移
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国保財政についてのお問い合わせは　国民健康保険課　管理係まで（☎095-829-1225）

　1人当たり保険給付費が年々増加してい
る一方で、国保税収入が年々減少している
ため、国保の財政状況は悪化しています。
　国保特別会計の収支は、平成29年度ま
では黒字でしたが、30年度以降赤字となっ
ています。さらに税率等を改定しなかった
場合、令和４年度においても５億円を超え
る赤字が見込まれます。

○国保の財政状況

（2）税率等の改定

改定内容

国保税負担額

税率等の改定にあたって

　税率等の改定内容は以下のとおりです。

　令和４年度及び令和５年度の国保税負担額を、改定前と改定後の税率等で試算し、１人当たり、１世帯当
たりに平均した金額で比較すると、以下のとおりとなります。

　国民健康保険事業の健全な運営を確保するために、今回の税率等の改定は令和４年度から６年度までの３
年間を収支の均衡を図る計画期間として、必要な税率等を設定しますが、令和４年度の１年だけでの改定で
は、急激な負担増となってしまうことから、被保険者の皆様のご負担を分散するため、令和４年度と５年度
の２か年にかけて段階的に改定を実施します。

（イ）後期高齢者支援金等分
令和３年度�
（改定前）

令和４年度�
（改定後）

令和５年度�
（改定後）

所得割 3.00％ 3.10％ 3.30％
均等割 9,500円 9,500円 9,700円
平等割 6,900円 6,900円 6,900円

令和４年度 改定前（A） 改定後（B） 差（B）－（A）

1人当たり国保税負担額 88,596円 95,696円 7,100円

1世帯当たり国保税負担額 125,663円 135,733円 10,070円

令和５年度 改定前（A） 改定後（B） 差（B）－（A）

1人当たり国保税負担額 96,216円 98,916円 2,700円

1世帯当たり国保税負担額 129,889円 133,534円 3,645円

（ア）基礎課税分　
令和３年度�
（改定前）

令和４年度�
（改定後）

令和５年度�
（改定後）

所得割 8.10％ 9.00％ 9.30％
均等割 24,800円 27,300円 27,700円
平等割 18,400円 19,800円 19,800円

（エ）合計
令和３年度�
（改定前）

令和４年度�
（改定後）

令和５年度�
（改定後）

所得割 13.40％ 14.60％ 15.30％
均等割 43,000円 45,900円 46,900円
平等割 30,200円 31,800円 32,100円

（ウ）介護納付金分
令和３年度�
（改定前）

令和４年度�
（改定後）

令和５年度�
（改定後）

所得割 2.30％ 2.50％ 2.70％
均等割 8,700円 9,100円 9,500円
平等割 4,900円 5,100円 5,400円

10.2 億円10.2 億円
単年度収支

29 年度

0

▲4.0 億円

4億円

8億円

30年度 元年度 ２年度 ３年度
推計

4年度
推計

▲5.0 億円▲5.0 億円
▲6.1 億円▲6.1 億円 ▲5.5 億円▲5.5 億円

▲3.5 億円▲3.5 億円▲4.9 億円▲4.9 億円
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１人につき
27,300円

１人につき
9,500円

１人につき
9,100円

均等割額

＋
＋

＋

＋
＋

課税標準額
×9.0％

課税標準額
×3.1％

課税標準額
×2.5％

所得割額

＋
＋

＋

＋

＝

＝

＝
＋

基礎課税額
（課税限度額65万円）

後期高齢者支援金等課税額
（課税限度額20万円）

介護納付金課税額
（課税限度額17万円）

＋

＋

１世帯につき
19,800円

１世帯につき
6,900円

１世帯につき
5,100円

平等割額

＋

＋

年税額

※課税標準額…個人ごとに、総所得金額から基礎控除額（43万円）を差し引いた金額です。
※課税限度額は基礎課税額が63万円から65万円に、後期高齢者支援金等課税額が19万円から20万円に変更に
なりました。

被保険者の所得 ＋世帯主の所得 ＋＝
減額判定の

対象となる所得
国保から後期高齢者医療制度に移行したかた

（特定同一世帯所属者）の所得

※給与所得者等の数…一定の給与所得者（給与収入55万円超）と公的年金等に係る所得を有する者（公的年金
の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超）の人数

7割減額①43万円＋（給与所得者等の数※－1）×10万円　以下 →

５割減額
②43万円＋（給与所得者等の数※－1）×10万円
　＋28万5千円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）　以下 →

２割減額
③43万円＋（給与所得者等の数※－1）×10万円
　＋52万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）　以下 →

７割減額該当世帯【計算例】主（35歳・給与収入96万円）と子（3歳）の２人世帯の場合 →

年税額24,500円

基礎課税額
（18,200円）

所得割額　　　0円

平等割額　5,940円【19,800円－(19,800円×0.7）】
均等割額 12,285円【主：27,300円－(27,300円×0.7)＋子：{27,300円－(27,300円×0.７) }×0.5】

後期高齢者
支援金等課税額
（6,300円）

所得割額　　　0円

平等割額　2,070円【6,900円－(6,900円×0.7）】
均等割額　4,275円【主：9,500円－(9,500円×0.7)＋子：{9,500円－(9,500円×0.7) }×0.5】

※100円未満切捨て。介護納付金課税額は対象年齢（40歳～64歳）外のため、0円

＋

→

（３）令和４年度の国保税の計算方法

（４）減額制度について

（５）未就学児の均等割額を減額する制度を導入しました

令和４年度の国民健康保険税の納税通知書は、６月中旬に発送する予定です

　減額判定の対象となる前年中の所得の合計が一定以下の世帯は、税負担を軽くするため均等割額と平等割
額が次の割合で軽減されます。

　子育て世帯の経済的負担を軽くするため、未就学児の均等割額が５割減額されます。なお、上記（４）の、
所得が一定以下の世帯に対する減額制度が適用される世帯に属する未就学児の場合は、（４）の減額制度適
用後に残った均等割額の５割が減額されます。

（４）の減額制度、（５）の未就学児の均等割額の減額制度については、未申告の世帯には適用されません。
申告がお済みでないかたは、申告をお願いします。
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　特別な事情もなく納期限から１年以上滞納した場合、保険証を返還していただき、代わりに「資格証明書」
が交付されます。これは、国保の資格を証明するだけのもので、医療機関にかかるときには医療費が一旦全
額自己負担となります。

　保険証は、通常よりも有効期限が短くなり、有効期限が切れるたびに納税相談のため、市役所本館に来庁
していただくことになります。

　納期限から1年6か月を経過すると、国保の給付が全部又は一部差し止められる場合があります。

●国保税を滞納すると
　納期限を過ぎた税の納付がないと、税金以外にも督促手数料や延滞金が発生します。また、財産の差押えなど
の滞納処分を受けることがあります。

●お支払いでお困りのかた
納税相談
　納期限までの納付が困難な場合は、早めに収納課までご相談ください。なお、やむを得ない理由がなく納付い
ただけない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
減　　免
　水害や台風などの天災、生活困窮又はその他特別の事情により納付が困難な場合、申請により国保税の一部又
は全部が減免される場合があります。詳しくは国民健康保険課までお問い合わせください。

国保税についてのお問い合わせは　国民健康保険課　賦
ふ
課
か
係まで（☎095-829-1226）

納税相談については　収納課まで（☎095-829-1130）
医療費のお支払いに関するご相談は　国民健康保険課　給付係まで（☎095-829-1136）

❶�国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことによって、残った国保被保険者が１人となる場合、国保
世帯の基礎課税額分と後期高齢者支援金等課税額分の平等割額が、移行後の５年間は半額に、その後の３年間
は４分の３になります。

国保税は国保事業を運営していくにあたって大切な財源ですので、必ず納期限内に納付してください。

　災害及び事業や業務の休止などにより、世帯主の収入が一時的に減少し、医療費の支払
いが困難となった場合は、申請により３か月間を上限とする一定期間の医療費が免除され
る場合があります。免除には条件がありますので、詳しくはご相談ください。

　お薬手帳は、医療機関で処方された医薬品等の名称、用法、用量その他服薬に際して注意する事項等を記録、携帯
するためのもので、医師から処方された薬を薬の専門家である薬剤師がチェックすることにより、飲み合わせや重複
投与、アレルギー歴から生じる副作用を未然に防止することができます。お薬手帳を病院ごとに複数持っているかた
はいませんか？現在飲んでいるすべての薬を一冊の手帳に記録しておくことが大切です。調剤薬局や医療機関にかか
るときは保険証、診察券と一緒に「お薬手帳」も必ず持っていきましょう。「お薬手帳」は薬局にご相談ください。

❷�社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、その被扶養者だった75歳未満のかた
が国保に加入した場合、そのうち65歳以上のかた（旧被扶養者）については所得割額が全額減免されます。ま
た、国保に加入した月以後2年を経過する月までの間は、７割・５割減額に該当する場合を除き、均等割額が
半額減免され、旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割額も半額減免されます。

（６）後期高齢者医療制度への移行に伴う減額・減免について

（７）国保税の納付について

※今年度中に75歳になるかたがいる世帯の国保税は、前もって75歳到達の前の月までの月数で課税計算をし
ています。他にも国保加入者がいる場合は、75歳到達者の誕生日の前月までの月数分と他の国保加入者の１
年分の合計額を10期に分けて納税していただきますので、❶の平等割額の減額が適用になる場合を除き、75
歳到達後に減額されることはありません。

★医療費の支払いがどうしても困難な場合

★一人に一冊「お薬手帳」


