
 

令和３年３月３０日 

生活支援部医療保険課 

 

江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の理由 

  令和３年度国民健康保険の保険料率について、東京都が算定する

国民健康保険事業納付金等に基づき定めるとともに、関係法令の改

正に伴い、条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

(1) 基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額

の保険料率等を改正する。 

(2) 地方税法等の改正に伴い、現行制度との均衡を図るための所要

の改正を行う。 

(3) 新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、傷病手当

金について、現行制度との均衡を図るための文言整理を行う。 

 

[令和３年度保険料率等] 

 基礎(医療)分 後期支援金分 介護納付金分 

保 
険 

料 

等 

所得割 7.13％ 2.41％ 2.37％ 

均等割 38,800円 13,200円 17,000円 

減 額 

する額 

７割 27,160円 9,240円 11,900円 

５割 19,400円 6,600円 8,500円 

２割 7,760円 2,640円 3,400円 

賦課割合 60:40 57:43 57:43 

※賦課割合は所得割：均等割の数値。下線部が変更点。 

 

３ 新旧対照表 

  ２～９頁のとおり 

 

４ 施行期日 

  令和３年４月１日。ただし、(3)については令和３年２月１３日か

ら適用する。 

 

資料 1
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江東区国民健康保険条例 新旧対照表 

現行 改正案 

目次 （略） 目次 （略） 

第１条～第１４条の４ （略） 第１条～第１４条の４ （略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算

定） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算

定） 

第１５条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税

法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１

５項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４

条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３

４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金額）、地方

税法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所

得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合には、これらの

規定の適用により同法第３２条第１項に規定す

る短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額）、地方税法附則第３５条の２第５項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の３第１５項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、同法附則第３

５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６

第１５項又は第３５条の３第１３項若しくは第

１５項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、同法附則第３５条の４第４項に規定す

第１５条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税

法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１

５項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４

条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３

４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１

項又は第３６条の規定の適用がある場合には、こ

れらの規定の適用により同法第３１条第１項に

規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項

に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合には、これらの規定の適用により同法第３

２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第

３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第３５条の２の６第１５項又は第３５条の３第

１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条
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る先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律（昭和３７年法律第１４４号。以下「外

国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第

２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項に

おいて準用する場合を含む。第１９条の２第１項

第１号において同じ。）に規定する特例適用利子

等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項

及び第１６条第３項において準用する場合を含

む。同号において同じ。）に規定する特例適用配

当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定

する条約適用配当等の額をいう。以下この条にお

いて同じ。）の合計額から地方税法第３１４条の

２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並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合計額（以下「基礎控除

後の総所得金額等」という。）に第１５条の４の

所得割の保険料率を乗じて算定する。 

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、外

国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」

という。）第８条第２項（同法第１２条第５項及

び第１６条第２項において準用する場合を含む。

第１９条の２第１項第１号において同じ。）に規

定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項

（同法第１２条第６項及び第１６条第３項にお

いて準用する場合を含む。同号において同じ。）

に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下

「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及

び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額

をいう。以下この条において同じ。）の合計額か

ら地方税法第３１４条の２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並

びに他の所得と区分して計算される所得の金額

の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」と

いう。）に第１５条の４の所得割の保険料率を乗

じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

第１５条の２及び第１５条の３ （略） 第１５条の２及び第１５条の３ （略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第１５条の４ 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。 

第１５条の４ 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) 所得割 １００分の７．１４（一般被保険者

に係る基礎賦課総額の１００分の５８に相当

する額を一般被保険者に係る賦課期日の属す

る年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得

金額等の見込額（法施行令第２９条の７第２項

第４号ただし書に規定する場合にあっては、国

民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第

５３号。以下「省令」という。）第３２条の９

に規定する方法により補正された後の金額）の

総額で除して得た数 

 (1) 所得割 １００分の７．１３（一般被保険者

に係る基礎賦課総額の１００分の６０に相当

する額を一般被保険者に係る賦課期日の属す

る年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得

金額等の見込額（法施行令第２９条の７第２項

第４号ただし書に規定する場合にあっては、国

民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第

５３号。以下「省令」という。）第３２条の９

に規定する方法により補正された後の金額）の

総額で除して得た数 
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 (2) 被保険者均等割 被保険者１人につき ３

万９，９００円（一般被保険者に係る基礎賦課

総額の１００分の４２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） 

 (2) 被保険者均等割 被保険者１人につき ３

万８，８００円（一般被保険者に係る基礎賦課

総額の１００分の４０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） 

第１５条の５～第１５条の１１ （略） 第１５条の５～第１５条の１１ （略） 

（一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） 

（一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） 

第１５条の１２ 一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。 

第１５条の１２ 一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 １００分の２．２９（一般被保険者

に係る後期高齢者支援金等賦課総額の１００

分の５７に相当する額を一般被保険者に係る

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の見込額（法施行令第２

９条の７第３項第４号ただし書に規定する場

合にあっては、省令第３２条の９の２に規定す

る方法により補正された後の金額）の総額で除

して得た数） 

 (1) 所得割 １００分の２．４１（一般被保険者

に係る後期高齢者支援金等賦課総額の１００

分の５７に相当する額を一般被保険者に係る

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の見込額（法施行令第２

９条の７第３項第４号ただし書に規定する場

合にあっては、省令第３２条の９の２に規定す

る方法により補正された後の金額）の総額で除

して得た数） 

 (2) 被保険者均等割 被保険者１人につき １

万２，９００円（一般被保険者に係る後期高齢

者支援金等賦課総額の１００分の４３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） 

 (2) 被保険者均等割 被保険者１人につき １

万３，２００円（一般被保険者に係る後期高齢

者支援金等賦課総額の１００分の４３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） 

第１５条の１３～第１６条の３ （略） 第１５条の１３～第１６条の３ （略） 

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率） 

第１６条の４ 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。 

第１６条の４ 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) 所得割 １００分の１．９８（介護納付金賦

課総額の１００分の５５に相当する額を介護

納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金

額等の見込額（法施行令第２９条の７第４項第

４号ただし書に規定する場合にあっては、省令

第３２条の１０に規定する方法により補正さ

れた後の金額）の総額で除して得た数） 

 (1) 所得割 １００分の２．３７（介護納付金賦

課総額の１００分の５７に相当する額を介護

納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金

額等の見込額（法施行令第２９条の７第４項第

４号ただし書に規定する場合にあっては、省令

第３２条の１０に規定する方法により補正さ

れた後の金額）の総額で除して得た数） 
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 (2) 被保険者均等割 被保険者１人につき １

万５，６００円（介護納付金賦課総額の１００

分の４５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） 

 (2) 被保険者均等割 被保険者１人につき １

万７，０００円（介護納付金賦課総額の１００

分の４３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） 

第１６条の５～第１９条 （略） 第１６条の５～第１９条 （略） 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第１９条の２ 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額は、第１４条の４又は第

１５条の５の基礎賦課額から、それぞれ当該各号

のアに定める額を減額して得た額（当該減額して

得た額が６３万円を超える場合には、６３万円）

及び第１５条の１０又は第１５条の１３の後期

高齢者支援金等賦課額から、それぞれ当該各号の

イに定め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

びに第１６条の２の介護納付金賦課額から、それ

ぞれ当該各号のウに定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７万円を超える場合

には、１７万円）の合算額とする。 

第１９条の２ 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額は、第１４条の４又は第

１５条の５の基礎賦課額から、それぞれ当該各号

のアに定める額を減額して得た額（当該減額して

得た額が６３万円を超える場合には、６３万円）

及び第１５条の１０又は第１５条の１３の後期

高齢者支援金等賦課額から、それぞれ当該各号の

イに定め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

びに第１６条の２の介護納付金賦課額から、それ

ぞれ当該各号のウに定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７万円を超える場合

には、１７万円）の合算額とする。 

 (1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（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。）現在においてその世

帯に属する被保険者及び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。）につき算定した

地方税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（同法第３１７条の２第１項第２号に

規定する青色専従者給与額又は同法第３１３

条第５項に規定する事業専従者控除額につい

ては、同条第３項、第４項又は第５項の規定を

適用せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第５７条第１項、第３項又は第４項の規定の例

によらないものとし、地方税法第３１４条の２

第１項に規定する山林所得金額及び他の所得

と区分して計算される所得の金額（同法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の

 (1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（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。）現在においてその世

帯に属する被保険者及び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。）につき算定した

地方税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（同法第３１７条の２第１項第２号に

規定する青色専従者給与額又は同法第３１３

条第５項に規定する事業専従者控除額につい

ては、同条第３項、第４項又は第５項の規定を

適用せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第５７条第１項、第３項又は第４項の規定の例

によらないものとし、地方税法第３１４条の２

第１項に規定する山林所得金額及び他の所得

と区分して計算される所得の金額（同法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の
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６第１１項又は第１５項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、同法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条第

５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則

第３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３

第１５項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額（同法附則第３５条の２の６第１５項又は

第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条

の４の２第７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等所得相互免

除法第８条第２項に規定する特例適用利子等

の額、同条第４項に規定する特例適用配当等の

額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

０項に規定する条約適用利子等の額及び同条

第１２項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この条において同じ。）の算定につい

ても同様とする。以下この条において同じ。）

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項に規定する金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者 

６第１１項又は第１５項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、同法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条第

５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則

第３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３

第１５項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額（同法附則第３５条の２の６第１５項又は

第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条

の４の２第７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等所得相互免

除法第８条第２項に規定する特例適用利子等

の額、同条第４項に規定する特例適用配当等の

額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

０項に規定する条約適用利子等の額及び同条

第１２項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この条において同じ。）の算定につい

ても同様とする。以下この条において同じ。）

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項第１号に定める金額（世帯

主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者

及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号にお

いて「世帯主等」という。）のうち給与所得を

有する者（前年中に同条第１項に規定する総所

得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得について同条第３項に規定する

給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項

に規定する給与等の収入金額が５５万円を超

える者に限る。）をいう。以下この号において

同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有す

る者（前年中に地方税法第３１４条の２第１項

に規定する総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得に
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ついて同条第４項に規定する公的年金等控除

額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者に

あっては当該公的年金等の収入金額が６０万

円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者に

あっては当該公的年金等の収入金額が１１０

万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を

有する者を除く。）の数の合計数（以下この号、

次号及び第３号において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあっては、地方税

法第３１４条の２第２項第１号に定める金額

に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被

保険者１人につき ２万７，９３０円 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被

保険者１人につき ２万７，１６０円 

  イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につき ９，０３

０円 

  イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につき ９，２４

０円 

  ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割

額 被保険者１人につき １万９２０円 

  ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割

額 被保険者１人につき １万１，９００円 

 (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３１４条の２第

２項に規定する金額に２８万５，０００円に当

該年度の保険料賦課期日（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。）現在においてその世帯に属する被

保険者の数及び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 

 (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３１４条の２第

２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与

所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号

に定める金額に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加

えた金額をいう。次号において同じ。）に２８

万５，０００円に当該年度の保険料賦課期日

（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

てその世帯に属する被保険者の数及び特定同

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 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被

保険者１人につき １万９，９５０円 

  ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被

保険者１人につき １万９，４００円 

  イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につき ６，４５

  イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につき ６，６０
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０円 ０円 

  ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割

額 被保険者１人につき ７，８００円 

  ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割

額 被保険者１人につき ８，５００円 

 (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項に規定する金額に５２万円に当該年度

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。）現在においてその世帯に属する被保険者

の数及び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２号に

該当する者以外の者 

 (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項第１号に定める金額に５２万円に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合にはその発生した日

とする。）現在においてその世帯に属する被保

険者の数及び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２

号に該当する者以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被

保険者１人につき ７，９８０円 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被

保険者１人につき ７，７６０円 

  イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につき ２，５８

０円 

  イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につき ２，６４

０円 

  ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割

額 被保険者１人につき ３，１２０円 

  ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割

額 被保険者１人につき ３，４００円 

第１９条の３～第３１条 （略） 第１９条の３～第３１条 （略） 

付 則 付 則 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課

の特例） 

（公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課

の特例） 

第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に

所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第４項に規定する公的

年金等控除額（年齢６５歳以上である者に係るも

のに限る。）の控除を受けた場合における第１９

条の２の規定の適用については、同条第１号中

「総所得金額（同法」とあるのは「総所得金額（所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得については、同条第２項第１号の規定に

よって計算した額から１５万円を控除した額に

よるものとし、地方税法」とする。 

第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に

所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第４項に規定する公的

年金等控除額（年齢６５歳以上である者に係るも

のに限る。）の控除を受けた場合における第１９

条の２の規定の適用については、同条第１号中

「総所得金額（同法」とあるのは「総所得金額（所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得については、同条第２項第１号の規定に

よって計算した額から１５万円を控除した額に

よるものとし、地方税法」と、「１１０万円」と

あるのは「１２５万円」とする。 

第４条～第７条 （略） 第４条～第７条 （略） 
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第８条 給与等（所得税法第２８条第１項に規定す

る給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項

に規定する賞与をいう。）を除く。以下この条か

ら付則第１０条までにおいて同じ。）の支払を受

けている被保険者が療養のため労務に服するこ

とができないとき（新型インフルエンザ等対策特

別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条

の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染

症（以下「新型コロナウイルス感染症」という。）

に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コ

ロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限

る。）は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に

対し、その労務に服することができなくなった日

から起算して３日を経過した日から労務に服す

ることができない期間のうち労務に就くことを

予定していた日について、傷病手当金を支給す

る。 

第８条 給与等（所得税法第２８条第１項に規定す

る給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項

に規定する賞与をいう。）を除く。以下この条か

ら付則第１０条までにおいて同じ。）の支払を受

けている被保険者が療養のため労務に服するこ

とができないとき（新型コロナウイルス感染症

（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウ

イルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能力を有する

ことが新たに報告されたものに限る。）である感

染症をいう。以下同じ。）に感染したとき又は発

熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の

感染が疑われるときに限る。）は、当該被保険者

の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服する

ことができなくなった日から起算して３日を経

過した日から労務に服することができない期間

のうち労務に就くことを予定していた日につい

て、傷病手当金を支給する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第９条・第１０条 （略） 第９条・第１０条 （略） 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和３年４月１日から施行し、こ

の条例による改正後の江東区国民健康保険条例

（以下「新条例」という。）付則第８条第１項の

規定は、令和３年２月１３日から適用する。 

 （経過措置） 

 ２ 新条例第１５条、第１５条の４、第１５条の１

２、第１６条の４、第１９条の２及び付則第３条

の規定は、令和３年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和２年度以前の年度分の保険料に

ついては、なお従前の例による。 
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