国民健康保険税について

所得額の算出方法

国民健康保険制度は加入者同士の相互扶助（助け合い）の制度です。加入者が医療機関の窓口で負担する分以外の医
療費の支払いに必要となる金額の一部を、国民健康保険税として皆さんに納付して頂くことで制度が運営されています。
国民健康保険税は住民票上の世帯主に課税されます。（納税義務者は世帯主）
健全に運営するため、保険税の納期内納付をお願いします。

別府市における国民健康保険事業を

以下の計算にて給与収入および年金収入の所得額を算出します。

給 与
～

国民健康保険税の算定方法

※一般分雑所得の家内労働の特例は550,000円に変更

給与収入の合計：Ａ
550,999

551,000 ～

1,618,999

医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分それぞれについて世帯の被保険者ごとに算出した金額を合算します。

1,619,000 ～

1,619,999

※総所得金額及び山林所得金額、退職所得を除く分離課税分の所得が課税対象です。

1,620,000 ～

1,621,999

1,622,000 ～

1,623,999

1,624,000 ～

1,627,999

1,628,000 ～

1,799,999

1,800,000 ～

3,599,999

3,600,000 ～

6,599,999

6,600,000 ～

8,499,999

医療分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

平等割

世帯につき計算します。

均等割

被保険者一人につき計算します。

所得割

前年中の所得に所得割率をかけて算定します。

※介護納付金分は、40歳から65歳になるまでの被保険者
に対して課税されます。
※所得割は前年中の所得から基礎控除額を差し引いた残
りの金額に所得割率をかけて算定します。

8,500,000 ～

令和３年度の税率等
医療分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

基礎控除額

平等割

¥23,000

¥4,600

¥7,000

¥430,000

均等割

¥27,200

¥7,000

¥9,800

所得割

9.80%

2.40%

2.72%

限度額

¥630,000

¥190,000

¥170,000

※年度途中での加入・脱退の場合は、月割で算定を行い
増額・減額されます。

所得

A － 600,000

1,300,000 ～

3,299,999

A×75%－275,000

A × 75% － 275,000
A × 85% － 685,000
A × 95% － 1,455,000
A
－ 1,955,000

4,099,999
7,699,999

該当する軽減割合で減額されます。 (軽減の判定は賦課期日で行います)

7,700,000 ～

9,999,999

該当する場合は保険税の算定時に前年中の給与所得を100分の30とみなして計算します。
今年度に離職した場合、今年度および次年度の保険税算定時に適用されます。

65歳以上
（Ｓ31.１．１以前）

1,299,999

4,100,000 ～

会社の倒産・解雇等で失業した場合には保険税が軽減されることがあります。
「雇用保険受給資格者証」に記載された離職理由コードを基に該当の可否を判別します。

65歳未満
（Ｓ31.１．２以降）

～
3,300,000 ～

非自発的失業者に対する軽減

A÷4

所得

世帯（世帯主と被保険者）の合計所得が下記の金額以下になる場合、平等割と均等割の金額について
世帯の 給与所得者
２割軽減
５割軽減
７割軽減
計算の例
被保険者数 等の数(※)
０人・１人
950,000
715,000
430,000
1人
２人
1,050,000
815,000
530,000
1人世帯・50歳・所得200万円の場合の計算
０人・１人 1,470,000 1,000,000
430,000
2人
２人
1,570,000 1,100,000
530,000
医療分
３人
1,670,000 1,200,000
630,000
23,000 + 27,200 + (2,000,000 -430,000) x 0.098 = 204,060
０人・１人 1,990,000 1,285,000
430,000
（算定額 204,000）
２人
2,090,000 1,385,000
530,000
3人
後期高齢者支援金分
３人
2,190,000 1,485,000
630,000
4,600 + 7,000 + (2,000,000 -430,000) x 0.024 = 49,280
４人
2,290,000 1,585,000
730,000
（算定額 49,200）
０人・１人 2,510,000 1,570,000
430,000
２人
2,610,000 1,670,000
530,000
介護納付金分
4人
7,000 + 9,800 + (2,000,000 -430,000) x 0.0272 = 59,504
３人
2,710,000 1,770,000
630,000
（算定額 59,500）
４人
2,810,000 1,870,000
730,000
５人
2,910,000 1,970,000
830,000
国保税 (医療分・後期分・介護分の合計)
０人・１人 3,030,000 1,855,000
430,000
204,000 + 49,200 + 59,500 = 312,700
２人
3,130,000 1,955,000
530,000
３人
3,230,000 2,055,000
630,000
※年間の金額を算出した場合です。
5人
４人
3,330,000 2,155,000
730,000
５人
3,430,000 2,255,000
830,000
６人
3,530,000 2,355,000
930,000
０人・１人 3,550,000 2,140,000
430,000
２人
3,650,000 2,240,000
530,000
３人
3,750,000 2,340,000
630,000
6人
４人
3,850,000 2,440,000
730,000
５人
3,950,000 2,540,000
830,000
６人
4,050,000 2,640,000
930,000
７人
4,150,000 2,740,000 1,030,000
基礎控除額（４３万円）＋１０万円×（給与所得者等の数（※）ー１）
７割
基礎控除額（４３万円）＋２８．５万円×（被保険者数）＋１０万円×（給与所得者等の数（※）ー１）
５割
基礎控除額（４３万円）＋５２万円×（被保険者数）＋１０万円×（給与所得者等の数（※）－１）
２割
(※) 世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得者（給与収入が５５万円を超える方）と
公的年金所得者（６５歳未満：公的年金等収入が６０万円を超える方、６５歳以上：公的年金等収入が１２５万円を超える方）
１ 世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合（擬制世帯主）は、被保険者数には含まれません。
計算の例
２ 被保険者が後期高齢者医療保険制度へ移行した場合、被保険者数に含まれることがあります。
３ 軽減の判定において所得種類に応じて計算方法が異なるため、純損失の繰越、専従控除、
上場株式譲渡等の所得がある場合にはお問い合わせください。

※１月１日時点で65歳以上の方の場合、軽減を判定する
際に年金分の雑所得の金額から15万円を差し引きます。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下

※限度額を超える金額については課税されません。

国民健康保険税の軽減制度

3,000,000 ÷ 4 = 750,000
750,000 × 2.8 - 80,000 = 2,020,000（給与所得）

B ×2.4＋100,000
B ×2.8－80,000
B：
,000円 B ×3.2－440,000
A × 0.9 － 1,100,000
A － 1,950,000

公的年金等の合計：Ａ

10,000,000 ～

※複数箇所から給与支払いがある場合は確定申告書に記載
する「所得金額」の合計が所得額となります。
例）給与収入が300万円の場合の給与所得

0
A － 550,000
1,069,000
1,070,000
1,072,000
1,074,000

※給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へ振替（所得控除を１０万円引き下げ）

年 金

※源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得額となり
ます。

A － 1,100,000

例）年金収入が120万円の場合の雑所得
１月１日時点で65歳未満
1,200,000 - 600,000 = 600,000（雑所得）
１月１日時点で65歳以上
1,200,000 - 1,100,000 = 100,000（雑所得）
※ 給与収入と年金収入が両方ある場合
例）給与収入が100万円、年金収入が120万円の場合の所得
1,000,000 - 550,000 = 450,000
-100,000 = 350,000（給与所得）
１月１日時点で65歳未満
1,200,000 - 600,000 = 600,000（雑所得）
（合計所得）350,000 + 600,000 = 950,000
１月１日時点で65歳以上
1,200,000 - 1,100,000 = 100,000（雑所得）
（合計所得）350,000 + 100,000 = 450,000

※給与や年金以外の所得（営業所得や一時所得等）、また、土地や建物の売却時に生じる譲渡所得などについても
所得割の算定に含みます。

国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税は ①納付書払い ②口座振替 ③年金からの天引き のいずれかの方法で納付します。
① 納付書払い
国民健康保険に加入の手続きを行った翌月に納付書をお送りしています。（加入中の方は毎年６月頃に当該年度の税
額をお知らせしています）
一般的には６月末～３月末までの１０回で年間の保険税を納付しますが、年度途中の加入の場合には翌月からの納付
となりますので、加入手続きはお早めにお願いします。

② 口座振替
国民健康保険税は口座振替での納付も可能です。最初に納付書をお送りした時に口座振替依頼書を同封しています。
口座振替を希望される方は、口座振替依頼書に必要事項を記入し金融機関にお申し込みください。

③ 年金からの天引き
平成２０年度から年金からの天引き（特別徴収）の制度が法律に定められました。条件に該当する方は原則として年
金からの天引きで納付します。

国民健康保険税の減免について
所得の減少による減免制度について
世帯主と加入者の前年中の合計所得金額が、400万円以下で、かつ当年中の所得金額等の合計が、前年に比べて２分の１
以下に減少すると認められる場合。また、世帯の預貯金が所定の金額を下回る場合等の基準があります。公正を期すため、
財産調査等を行った上で当該減免措置の該当・非該当が決定されます。
※減免の申請日より前に到来した納期の保険税は減免できません。該当する可能性のある方は、速やかにご相談ください。

国民健康保険税の試算表【令和３年度】
法令軽減の有無

【試算例】
世帯主(45歳：所得200万円)、妻(43歳：所得50万円)、子ども1人で加入する場合の試算。(枠で囲った金額の合計が世帯の年間保険税額になります。)
年税額（軽減なし）

２割軽減世帯

５割軽減世帯

所得額
平等割あり

平等割なし

平等割あり

平等割なし

2,000,000

¥253,200

(¥59,500)

¥225,600

(¥52,500)

¥240,900

(¥56,100)

500,000

¥70,200

(¥18,700)

¥42,600

(¥11,700)

¥57,900

(¥15,300)

430,000

¥61,800

(¥16,800)

¥34,200 (¥9,800)

年税額（軽減なし）

¥49,300

(¥13,400)

¥218,800

平等割あり

平等割なし

(¥50,500)

¥222,300

(¥51,100)

¥35,800 (¥9,700)

¥39,300

(¥10,300)

¥27,300 (¥7,800)

２割軽減世帯

¥30,900 (¥8,400)

¥208,500

試算表の金額は１人分の金額です。複数の加
入者で試算する場合は、それぞれに金額を確
認し合計してください。
※同じ住民票上の世帯に既に国保加入者がい
る場合は「平等割なし」の金額になります。
（介護分について、他に介護該当者がいない
場合は「平等割あり」の金額です。）

(¥47,600)

¥25,500 (¥6,800)

¥17,100 (¥4,900)

５割軽減世帯

７割軽減世帯

所得額

およその所得額

試算表の金額

試算額

□ 軽減なし

対象者１

医療分 + 後期分

（介護分）

合計

□ ２割軽減

対象者２

医療分 + 後期分

（介護分）

合計

□ ５割軽減

対象者３

医療分 + 後期分

（介護分）

合計

□ ７割軽減

対象者４

医療分 + 後期分

（介護分）

合計

対象者５

医療分 + 後期分

（介護分）

合計

対象者６

医療分 + 後期分

（介護分）

合計

裏面の「国民健康保険税の軽減
制度」の表を参照し、世帯の被
保険者数と世帯の所得額から合
致する軽減を選びます。いずれ
にも該当しない場合は軽減なし
を選びます。

年税額（軽減なし）

※国民健康保険税は年間税額を最大で10回の納期で
納付します。各月の納付額は世帯や異動の状況によ
り一定にならない場合があります。

２割軽減世帯

試算額の合計（世帯の年税額）

A

A ÷12（ひと月当たりの額）

B

５割軽減世帯

７割軽減世帯

所得額
平等割あり

平等割なし

平等割あり

平等割なし

平等割あり

平等割なし

平等割あり

平等割なし

平等割あり

平等割なし

平等割あり

平等割なし

平等割あり

平等割なし

平等割あり

平等割なし

430,000

¥61,800 (¥16,800)

¥34,200 (¥9,800)

¥49,300 (¥13,400)

¥27,300 (¥7,800)

¥30,900 (¥8,400)

¥17,100 (¥4,900)

¥18,400 (¥5,000)

¥10,200 (¥2,900)

2,600,000 ¥326,400 (¥75,800) ¥298,800 (¥68,800) ¥314,100 (¥72,400) ¥292,000 (¥66,800) ¥295,500 (¥67,400) ¥281,700 (¥63,900) ¥283,200 (¥64,000) ¥274,900 (¥61,900)

450,000

¥64,100 (¥17,300)

¥36,500 (¥10,300)

¥51,800 (¥13,900)

¥29,700 (¥8,300)

¥33,200 (¥8,900)

¥19,400 (¥5,400)

¥20,900 (¥5,500)

¥12,600 (¥3,400)

2,700,000 ¥338,600 (¥78,500) ¥311,000 (¥71,500) ¥326,300 (¥75,100) ¥304,200 (¥69,500) ¥307,700 (¥70,100) ¥293,900 (¥66,600) ¥295,400 (¥66,700) ¥287,100 (¥64,600)

500,000

¥70,200 (¥18,700)

¥42,600 (¥11,700)

¥57,900 (¥15,300)

¥35,800 (¥9,700)

¥39,300 (¥10,300)

¥25,500 (¥6,800)

¥27,000 (¥6,900)

¥18,700 (¥4,800)

2,800,000 ¥350,800 (¥81,200) ¥323,200 (¥74,200) ¥338,500 (¥77,900) ¥316,400 (¥72,300) ¥319,900 (¥72,800) ¥306,100 (¥69,300) ¥307,600 (¥69,500) ¥299,300 (¥67,400)

550,000

¥76,300 (¥20,000)

¥48,700 (¥13,000)

¥64,000 (¥16,700)

¥41,900 (¥11,100)

¥45,400 (¥11,600)

¥31,600 (¥8,100)

¥33,100 (¥8,300)

¥24,800 (¥6,200)

2,900,000 ¥363,000 (¥83,900) ¥335,400 (¥76,900) ¥350,700 (¥80,600) ¥328,600 (¥75,000) ¥332,100 (¥75,500) ¥318,300 (¥72,000) ¥319,800 (¥72,200) ¥311,500 (¥70,100)

600,000

¥82,400 (¥21,400)

¥54,800 (¥14,400)

¥70,100 (¥18,000)

¥48,000 (¥12,400)

¥51,500 (¥13,000)

¥37,700 (¥9,500)

¥39,200 (¥9,600)

¥30,900 (¥7,500)

3,000,000 ¥375,200 (¥86,700) ¥347,600 (¥79,700) ¥362,900 (¥83,300) ¥340,800 (¥77,700) ¥344,300 (¥78,300) ¥330,500 (¥74,800) ¥332,000 (¥74,900) ¥323,700 (¥72,800)

650,000

¥88,500 (¥22,700)

¥60,900 (¥15,700)

¥76,200 (¥19,400)

¥54,100 (¥13,800)

¥57,600 (¥14,300)

¥43,800 (¥10,800)

¥45,300 (¥11,000)

¥37,000 (¥8,900)

3,100,000 ¥387,400 (¥89,400) ¥359,800 (¥82,400) ¥375,100 (¥86,000) ¥353,000 (¥80,400) ¥356,500 (¥81,000) ¥342,700 (¥77,500) ¥344,200 (¥77,600) ¥335,900 (¥75,500)

700,000

¥94,600 (¥24,100)

¥67,000 (¥17,100)

¥82,300 (¥20,700)

¥60,200 (¥15,100)

¥63,700 (¥15,700)

¥49,900 (¥12,200)

¥51,400 (¥12,300)

¥43,100 (¥10,200)

3,200,000 ¥399,600 (¥92,100) ¥372,000 (¥85,100) ¥387,300 (¥88,700) ¥365,200 (¥83,100) ¥368,700 (¥83,700) ¥354,900 (¥80,200) ¥356,400 (¥80,300) ¥348,100 (¥78,200)

750,000

¥100,700 (¥25,500)

¥73,100 (¥18,500)

¥88,400 (¥22,100)

¥66,300 (¥16,500)

¥69,800 (¥17,100)

¥56,000 (¥13,600)

¥57,500 (¥13,700)

¥49,200 (¥11,600)

3,300,000 ¥411,800 (¥94,800) ¥384,200 (¥87,800) ¥399,500 (¥91,500) ¥377,400 (¥85,900) ¥380,900 (¥86,400) ¥367,100 (¥82,900) ¥368,600 (¥83,100) ¥360,300 (¥81,000)

800,000

¥106,800 (¥26,800)

¥79,200 (¥19,800)

¥94,500 (¥23,500)

¥72,400 (¥17,900)

¥75,900 (¥18,400)

¥62,100 (¥14,900)

¥63,600 (¥15,100)

¥55,300 (¥13,000)

3,400,000 ¥424,000 (¥97,500) ¥396,400 (¥90,500) ¥411,700 (¥94,200) ¥389,600 (¥88,600) ¥393,100 (¥89,100) ¥379,300 (¥85,600) ¥380,800 (¥85,800) ¥372,500 (¥83,700)

850,000

¥112,900 (¥28,200)

¥85,300 (¥21,200) ¥100,600 (¥24,800)

¥78,500 (¥19,200)

¥82,000 (¥19,800)

¥68,200 (¥16,300)

¥69,700 (¥16,400)

¥61,400 (¥14,300)

3,500,000 ¥436,200 (¥100,300) ¥408,600 (¥93,300) ¥423,900 (¥96,900) ¥401,800 (¥91,300) ¥405,300 (¥91,900) ¥391,500 (¥88,400) ¥393,000 (¥88,500) ¥384,700 (¥86,400)

900,000

¥119,000 (¥29,500)

¥91,400 (¥22,500) ¥106,700 (¥26,200)

¥84,600 (¥20,600)

¥88,100 (¥21,100)

¥74,300 (¥17,600)

¥75,800 (¥17,800)

¥67,500 (¥15,700)

3,600,000 ¥448,400 (¥103,000) ¥420,800 (¥96,000) ¥436,100 (¥99,600) ¥414,000 (¥94,000) ¥417,500 (¥94,600) ¥403,700 (¥91,100) ¥405,200 (¥91,200) ¥396,900 (¥89,100)

950,000

¥125,100 (¥30,900)

¥97,500 (¥23,900) ¥112,800 (¥27,500)

¥90,700 (¥21,900)

¥94,200 (¥22,500)

¥80,400 (¥19,000)

¥81,900 (¥19,100)

¥73,600 (¥17,000)

3,700,000 ¥460,600 (¥105,700) ¥433,000 (¥98,700) ¥448,300 (¥102,300) ¥426,200 (¥96,700) ¥429,700 (¥97,300) ¥415,900 (¥93,800) ¥417,400 (¥93,900) ¥409,100 (¥91,800)

1,000,000

¥131,200 (¥32,300) ¥103,600 (¥25,300) ¥118,900 (¥28,900)

¥96,800 (¥23,300) ¥100,300 (¥23,900)

¥86,500 (¥20,400)

¥88,000 (¥20,500)

¥79,700 (¥18,400)

3,800,000 ¥472,800 (¥108,400) ¥445,200 (¥101,400) ¥460,500 (¥105,100) ¥438,400 (¥99,500) ¥441,900 (¥100,000) ¥428,100 (¥96,500) ¥429,600 (¥96,700) ¥421,300 (¥94,600)

1,050,000

¥137,300 (¥33,600) ¥109,700 (¥26,600) ¥125,000 (¥30,300) ¥102,900 (¥24,700) ¥106,400 (¥25,200)

¥92,600 (¥21,700)

¥94,100 (¥21,900)

¥85,800 (¥19,800)

3,900,000 ¥485,000 (¥111,100) ¥457,400 (¥104,100) ¥472,700 (¥107,800) ¥450,600 (¥102,200) ¥454,100 (¥102,700) ¥440,300 (¥99,200) ¥441,800 (¥99,400) ¥433,500 (¥97,300)

1,100,000

¥143,400 (¥35,000) ¥115,800 (¥28,000) ¥131,100 (¥31,600) ¥109,000 (¥26,000) ¥112,500 (¥26,600)

¥98,700 (¥23,100) ¥100,200 (¥23,200)

¥91,900 (¥21,100)

4,000,000 ¥497,200 (¥113,900) ¥469,600 (¥106,900) ¥484,900 (¥110,500) ¥462,800 (¥104,900) ¥466,300 (¥105,500) ¥452,500 (¥102,000) ¥454,000 (¥102,100) ¥445,700 (¥100,000)

1,150,000

¥149,500 (¥36,300) ¥121,900 (¥29,300) ¥137,200 (¥33,000) ¥115,100 (¥27,400) ¥118,600 (¥27,900) ¥104,800 (¥24,400) ¥106,300 (¥24,600)

¥98,000 (¥22,500)

4,100,000 ¥509,400 (¥116,600) ¥481,800 (¥109,600) ¥497,100 (¥113,200) ¥475,000 (¥107,600) ¥478,500 (¥108,200) ¥464,700 (¥104,700) ¥466,200 (¥104,800) ¥457,900 (¥102,700)

1,200,000

¥155,600 (¥37,700) ¥128,000 (¥30,700) ¥143,300 (¥34,300) ¥121,200 (¥28,700) ¥124,700 (¥29,300) ¥110,900 (¥25,800) ¥112,400 (¥25,900) ¥104,100 (¥23,800)

4,200,000 ¥521,600 (¥119,300) ¥494,000 (¥112,300) ¥509,300 (¥115,900) ¥487,200 (¥110,300) ¥490,700 (¥110,900) ¥476,900 (¥107,400) ¥478,400 (¥107,500) ¥470,100 (¥105,400)

1,250,000

¥161,700 (¥39,100) ¥134,100 (¥32,100) ¥149,400 (¥35,700) ¥127,300 (¥30,100) ¥130,800 (¥30,700) ¥117,000 (¥27,200) ¥118,500 (¥27,300) ¥110,200 (¥25,200)

4,300,000 ¥533,800 (¥122,000) ¥506,200 (¥115,000) ¥521,500 (¥118,700) ¥499,400 (¥113,100) ¥502,900 (¥113,600) ¥489,100 (¥110,100) ¥490,600 (¥110,300) ¥482,300 (¥108,200)

1,300,000

¥167,800 (¥40,400) ¥140,200 (¥33,400) ¥155,500 (¥37,100) ¥133,400 (¥31,500) ¥136,900 (¥32,000) ¥123,100 (¥28,500) ¥124,600 (¥28,700) ¥116,300 (¥26,600)

4,400,000 ¥546,000 (¥124,700) ¥518,400 (¥117,700) ¥533,700 (¥121,400) ¥511,600 (¥115,800) ¥515,100 (¥116,300) ¥501,300 (¥112,800) ¥502,800 (¥113,000) ¥494,500 (¥110,900)

1,350,000

¥173,900 (¥41,800) ¥146,300 (¥34,800) ¥161,600 (¥38,400) ¥139,500 (¥32,800) ¥143,000 (¥33,400) ¥129,200 (¥29,900) ¥130,700 (¥30,000) ¥122,400 (¥27,900)

4,500,000 ¥558,200 (¥127,500) ¥530,600 (¥120,500) ¥545,900 (¥124,100) ¥523,800 (¥118,500) ¥527,300 (¥119,100) ¥513,500 (¥115,600) ¥515,000 (¥115,700) ¥506,700 (¥113,600)

1,400,000

¥180,000 (¥43,100) ¥152,400 (¥36,100) ¥167,700 (¥39,800) ¥145,600 (¥34,200) ¥149,100 (¥34,700) ¥135,300 (¥31,200) ¥136,800 (¥31,400) ¥128,500 (¥29,300)

4,600,000 ¥570,400 (¥130,200) ¥542,800 (¥123,200) ¥558,100 (¥126,800) ¥536,000 (¥121,200) ¥539,500 (¥121,800) ¥525,700 (¥118,300) ¥527,200 (¥118,400) ¥518,900 (¥116,300)

1,450,000

¥186,100 (¥44,500) ¥158,500 (¥37,500) ¥173,800 (¥41,100) ¥151,700 (¥35,500) ¥155,200 (¥36,100) ¥141,400 (¥32,600) ¥142,900 (¥32,700) ¥134,600 (¥30,600)

4,700,000 ¥582,600 (¥132,900) ¥555,000 (¥125,900) ¥570,300 (¥129,500) ¥548,200 (¥123,900) ¥551,700 (¥124,500) ¥537,900 (¥121,000) ¥539,400 (¥121,100) ¥531,100 (¥119,000)

1,500,000

¥192,200 (¥45,900) ¥164,600 (¥38,900) ¥179,900 (¥42,500) ¥157,800 (¥36,900) ¥161,300 (¥37,500) ¥147,500 (¥34,000) ¥149,000 (¥34,100) ¥140,700 (¥32,000)

4,800,000 ¥594,800 (¥135,600) ¥567,200 (¥128,600) ¥582,500 (¥132,300) ¥560,400 (¥126,700) ¥563,900 (¥127,200) ¥550,100 (¥123,700) ¥551,600 (¥123,900) ¥543,300 (¥121,800)

1,550,000

¥198,300 (¥47,200) ¥170,700 (¥40,200) ¥186,000 (¥43,900) ¥163,900 (¥38,300) ¥167,400 (¥38,800) ¥153,600 (¥35,300) ¥155,100 (¥35,500) ¥146,800 (¥33,400)

4,900,000 ¥607,000 (¥138,300) ¥579,400 (¥131,300) ¥594,700 (¥135,000) ¥572,600 (¥129,400) ¥576,100 (¥129,900) ¥562,300 (¥126,400) ¥563,800 (¥126,600) ¥555,500 (¥124,500)

1,600,000

¥204,400 (¥48,600) ¥176,800 (¥41,600) ¥192,100 (¥45,200) ¥170,000 (¥39,600) ¥173,500 (¥40,200) ¥159,700 (¥36,700) ¥161,200 (¥36,800) ¥152,900 (¥34,700)

5,000,000 ¥619,200 (¥141,100) ¥591,600 (¥134,100) ¥606,900 (¥137,700) ¥584,800 (¥132,100) ¥588,300 (¥132,700) ¥574,500 (¥129,200) ¥576,000 (¥129,300) ¥567,700 (¥127,200)

1,650,000

¥210,500 (¥49,900) ¥182,900 (¥42,900) ¥198,200 (¥46,600) ¥176,100 (¥41,000) ¥179,600 (¥41,500) ¥165,800 (¥38,000) ¥167,300 (¥38,200) ¥159,000 (¥36,100)

5,100,000 ¥631,400 (¥143,800) ¥603,800 (¥136,800) ¥619,100 (¥140,400) ¥597,000 (¥134,800) ¥600,500 (¥135,400) ¥586,700 (¥131,900) ¥588,200 (¥132,000) ¥579,900 (¥129,900)

1,700,000

¥216,600 (¥51,300) ¥189,000 (¥44,300) ¥204,300 (¥47,900) ¥182,200 (¥42,300) ¥185,700 (¥42,900) ¥171,900 (¥39,400) ¥173,400 (¥39,500) ¥165,100 (¥37,400)

5,200,000 ¥643,600 (¥146,500) ¥616,000 (¥139,500) ¥631,300 (¥143,100) ¥609,200 (¥137,500) ¥612,700 (¥138,100) ¥598,900 (¥134,600) ¥600,400 (¥134,700) ¥592,100 (¥132,600)

1,750,000

¥222,700 (¥52,700) ¥195,100 (¥45,700) ¥210,400 (¥49,300) ¥188,300 (¥43,700) ¥191,800 (¥44,300) ¥178,000 (¥40,800) ¥179,500 (¥40,900) ¥171,200 (¥38,800)

5,300,000 ¥655,800 (¥149,200) ¥628,200 (¥142,200) ¥643,500 (¥145,900) ¥621,400 (¥140,300) ¥624,900 (¥140,800) ¥611,100 (¥137,300) ¥612,600 (¥137,500) ¥604,300 (¥135,400)

1,800,000

¥228,800 (¥54,000) ¥201,200 (¥47,000) ¥216,500 (¥50,700) ¥194,400 (¥45,100) ¥197,900 (¥45,600) ¥184,100 (¥42,100) ¥185,600 (¥42,300) ¥177,300 (¥40,200)

5,400,000 ¥668,000 (¥151,900) ¥640,400 (¥144,900) ¥655,700 (¥148,600) ¥633,600 (¥143,000) ¥637,100 (¥143,500) ¥623,300 (¥140,000) ¥624,800 (¥140,200) ¥616,500 (¥138,100)

1,850,000

¥234,900 (¥55,400) ¥207,300 (¥48,400) ¥222,600 (¥52,000) ¥200,500 (¥46,400) ¥204,000 (¥47,000) ¥190,200 (¥43,500) ¥191,700 (¥43,600) ¥183,400 (¥41,500)

5,500,000 ¥680,200 (¥154,700) ¥652,600 (¥147,700) ¥667,900 (¥151,300) ¥645,800 (¥145,700) ¥649,300 (¥146,300) ¥635,500 (¥142,800) ¥637,000 (¥142,900) ¥628,700 (¥140,800)

1,900,000

¥241,000 (¥56,700) ¥213,400 (¥49,700) ¥228,700 (¥53,400) ¥206,600 (¥47,800) ¥210,100 (¥48,300) ¥196,300 (¥44,800) ¥197,800 (¥45,000) ¥189,500 (¥42,900)

5,600,000 ¥692,400 (¥157,400) ¥664,800 (¥150,400) ¥680,100 (¥154,000) ¥658,000 (¥148,400) ¥661,500 (¥149,000) ¥647,700 (¥145,500) ¥649,200 (¥145,600) ¥640,900 (¥143,500)

1,950,000

¥247,100 (¥58,100) ¥219,500 (¥51,100) ¥234,800 (¥54,700) ¥212,700 (¥49,100) ¥216,200 (¥49,700) ¥202,400 (¥46,200) ¥203,900 (¥46,300) ¥195,600 (¥44,200)

5,700,000 ¥704,600 (¥160,100) ¥677,000 (¥153,100) ¥692,300 (¥156,700) ¥670,200 (¥151,100) ¥673,700 (¥151,700) ¥659,900 (¥148,200) ¥661,400 (¥148,300) ¥653,100 (¥146,200)

2,000,000

¥253,200 (¥59,500) ¥225,600 (¥52,500) ¥240,900 (¥56,100) ¥218,800 (¥50,500) ¥222,300 (¥51,100) ¥208,500 (¥47,600) ¥210,000 (¥47,700) ¥201,700 (¥45,600)

5,800,000 ¥716,800 (¥162,800) ¥689,200 (¥155,800) ¥704,500 (¥159,500) ¥682,400 (¥153,900) ¥685,900 (¥154,400) ¥672,100 (¥150,900) ¥673,600 (¥151,100) ¥665,300 (¥149,000)

2,050,000

¥259,300 (¥60,800) ¥231,700 (¥53,800) ¥247,000 (¥57,500) ¥224,900 (¥51,900) ¥228,400 (¥52,400) ¥214,600 (¥48,900) ¥216,100 (¥49,100) ¥207,800 (¥47,000)

5,900,000 ¥729,000 (¥165,500) ¥701,400 (¥158,500) ¥716,700 (¥162,200) ¥694,600 (¥156,600) ¥698,100 (¥157,100) ¥684,300 (¥153,600) ¥685,800 (¥153,800) ¥677,500 (¥151,700)

2,100,000

¥265,400 (¥62,200) ¥237,800 (¥55,200) ¥253,100 (¥58,800) ¥231,000 (¥53,200) ¥234,500 (¥53,800) ¥220,700 (¥50,300) ¥222,200 (¥50,400) ¥213,900 (¥48,300)

6,000,000 ¥741,200 (¥168,300) ¥713,600 (¥161,300) ¥728,900 (¥164,900) ¥706,800 (¥159,300) ¥710,300 (¥159,900) ¥696,500 (¥156,400) ¥698,000 (¥156,500) ¥689,700 (¥154,400)

2,150,000

¥271,500 (¥63,500) ¥243,900 (¥56,500) ¥259,200 (¥60,200) ¥237,100 (¥54,600) ¥240,600 (¥55,100) ¥226,800 (¥51,600) ¥228,300 (¥51,800) ¥220,000 (¥49,700)

6,250,000 ¥771,700 (¥170,000) ¥744,100 (¥168,100) ¥759,400 (¥170,000) ¥737,300 (¥166,100) ¥740,800 (¥166,700) ¥727,000 (¥163,200) ¥728,500 (¥163,300) ¥720,200 (¥161,200)

2,200,000

¥277,600 (¥64,900) ¥250,000 (¥57,900) ¥265,300 (¥61,500) ¥243,200 (¥55,900) ¥246,700 (¥56,500) ¥232,900 (¥53,000) ¥234,400 (¥53,100) ¥226,100 (¥51,000)

6,500,000 ¥787,200 (¥170,000) ¥774,600 (¥170,000) ¥784,900 (¥170,000) ¥767,800 (¥170,000) ¥771,300 (¥170,000) ¥757,500 (¥170,000) ¥759,000 (¥170,000) ¥750,700 (¥168,000)

2,250,000

¥283,700 (¥66,300) ¥256,100 (¥59,300) ¥271,400 (¥62,900) ¥249,300 (¥57,300) ¥252,800 (¥57,900) ¥239,000 (¥54,400) ¥240,500 (¥54,500) ¥232,200 (¥52,400)

6,750,000 ¥793,200 (¥170,000) ¥788,600 (¥170,000) ¥790,900 (¥170,000) ¥787,200 (¥170,000) ¥787,400 (¥170,000) ¥785,100 (¥170,000) ¥785,100 (¥170,000) ¥781,200 (¥170,000)

2,300,000

¥289,800 (¥67,600) ¥262,200 (¥60,600) ¥277,500 (¥64,300) ¥255,400 (¥58,700) ¥258,900 (¥59,200) ¥245,100 (¥55,700) ¥246,600 (¥55,900) ¥238,300 (¥53,800)

7,000,000 ¥799,200 (¥170,000) ¥794,600 (¥170,000) ¥796,900 (¥170,000) ¥793,200 (¥170,000) ¥793,400 (¥170,000) ¥791,100 (¥170,000) ¥791,100 (¥170,000) ¥789,700 (¥170,000)

2,350,000

¥295,900 (¥69,000) ¥268,300 (¥62,000) ¥283,600 (¥65,600) ¥261,500 (¥60,000) ¥265,000 (¥60,600) ¥251,200 (¥57,100) ¥252,700 (¥57,200) ¥244,400 (¥55,100)

7,250,000 ¥805,200 (¥170,000) ¥800,600 (¥170,000) ¥802,900 (¥170,000) ¥799,200 (¥170,000) ¥799,400 (¥170,000) ¥797,100 (¥170,000) ¥797,100 (¥170,000) ¥795,700 (¥170,000)

2,400,000

¥302,000 (¥70,300) ¥274,400 (¥63,300) ¥289,700 (¥67,000) ¥267,600 (¥61,400) ¥271,100 (¥61,900) ¥257,300 (¥58,400) ¥258,800 (¥58,600) ¥250,500 (¥56,500)

7,500,000 ¥811,200 (¥170,000) ¥806,600 (¥170,000) ¥808,900 (¥170,000) ¥805,200 (¥170,000) ¥805,400 (¥170,000) ¥803,100 (¥170,000) ¥803,100 (¥170,000) ¥801,700 (¥170,000)

2,450,000

¥308,100 (¥71,700) ¥280,500 (¥64,700) ¥295,800 (¥68,300) ¥273,700 (¥62,700) ¥277,200 (¥63,300) ¥263,400 (¥59,800) ¥264,900 (¥59,900) ¥256,600 (¥57,800)

7,750,000 ¥817,200 (¥170,000) ¥812,600 (¥170,000) ¥814,900 (¥170,000) ¥811,200 (¥170,000) ¥811,400 (¥170,000) ¥809,100 (¥170,000) ¥809,100 (¥170,000) ¥807,700 (¥170,000)

2,500,000

¥314,200 (¥73,100) ¥286,600 (¥66,100) ¥301,900 (¥69,700) ¥279,800 (¥64,100) ¥283,300 (¥64,700) ¥269,500 (¥61,200) ¥271,000 (¥61,300) ¥262,700 (¥59,200)

8,000,000 ¥820,000 (¥170,000) ¥818,600 (¥170,000) ¥820,000 (¥170,000) ¥817,200 (¥170,000) ¥817,400 (¥170,000) ¥815,100 (¥170,000) ¥815,100 (¥170,000) ¥813,700 (¥170,000)

※試算表の金額は医療分と後期高齢者支援金分を合算した1人分の金額です。
※カッコ内の金額は４０歳から６５歳になるまでの被保険者に賦課される介護納付金分の金額ですので、該当する場合は加算してください。
※本試算表の算定額はあくまで目安としてください。実際の所得額や世帯の状況、端数処理の都合により賦課決定される額とは異なります。

8,500,000 ¥820,000 (¥170,000) ¥820,000 (¥170,000) ¥820,000 (¥170,000) ¥820,000 (¥170,000) ¥820,000 (¥170,000) ¥820,000 (¥170,000) ¥820,000 (¥170,000) ¥820,000 (¥170,000)

