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令和 4年度 新型コロナウイルス感染症に係る 

成田市国民健康保険税の減免に関する Q&A 

 

1. 減免申請書はどこで入手できますか。 

回答 申請書は成田市の公式ホームページからダウンロードすることが可能です。 

インターネット上から印刷できる環境がない場合、お電話いただければ郵送で申請書

をお送りいたします。（保険年金課 0476-20-1526） 

 

2. 減免申請はどこで受け付けていますか。 

回答 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、原則として郵送でご申請くださ

い。やむを得ず持参する場合は市役所１階の保険年金課で受付いたします。 

なお、下総・大栄支所および日曜開庁では受け付け出来ませんのでご注意ください。 

郵送先 

〒286-8585 成田市花崎町 760 番地 

成田市役所 保険年金課 国保資格課税係 

 

3. 申請期限はありますか。 

回答 令和 5年 3月 31 日（郵送必着）となります。（令和 5年 3月 31 日を過ぎてからの申

請は減免の対象となりません。 

 

4. 申請は郵送でも可能ですか、またオンライン申請はできますか。 

回答 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、窓口申請ではなく、郵送による申

請にご協力をお願いします。オンラインによる申請は、申し訳ございませんが受け付け

ておりません。 

 

5. 申請は郵送で出来るとのことですが、直接話を聞きたい場合には、どうしたらいいで
しょうか。 

回答 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送によるご提出にご協力をお

願いしているところでございますが、直接、相談されたい場合には、保険年金課までお

越しください。なお、下総・大栄支所および日曜開庁では受け付けておりませんのでご

了承ください。 

相談受付時間 平日 午前 8時 30 分から午後 5時 15分 
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6. 令和 4 年度の国民健康保険税納税通知書がまだ届いていませんが、申請はいつから
できますか。 

回答 令和 4 年度の国民健康保険税納税通知書は 7 月中旬に発送予定となっております。

減免の申請については、納税通知書がお手元に届いてからお願いいたします。 

なお、令和 3 年度末に資格を取得したことにより、令和 3 年度相当分の保険税の納

期限が令和4年4月1日以後に設定されている分の納税通知書がお手元に届いており、

減免を希望する場合には、令和 4年 7月 15 日以降にお願いいたします。 

 

7. 減免の対象となる保険税は、いつからいつまででしょうか。 

回答 減免の対象となる保険税は、令和 4 年度分の保険税のうち、令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5年 3月 31 日までの間に納期限が設定されているものです。また、令和 3年度相

当分の保険税であって、令和 3 年度末に資格を取得したこと等により、令和 4 年 4 月

以降に納期限が設定されている保険税も対象となります。 

 

8. 令和 4 年度と令和 3 年度の両方の保険税の減免申請をしたいのですが、それぞれ申
請する必要がありますか。 

回答 減免の申請は年度ごとにそれぞれ行ってください。（申請書も年度ごとにご用意くだ

さい）。 

 

9. 令和 3 年中の収入・所得について、まだ確定申告ができていません。この場合、減免
申請はできますか。 

回答 所得の申告を済ませてから減免の申請をお願いいたします。 

今回の減免の要件である、前年の収入や所得には、確定申告された金額を用います。そ

のため令和 3 年中の所得の確定申告をまだされていない場合は、減免の判定をするこ

とが出来ません。（給与収入のみであった方については、年末調整済みであれば確定申

告は不要です。）また、同一世帯内に 18歳以上の未申告者（扶養控除の対象となってい

る方は除く）がいる場合についても、減免額の正確な計算が出来ませんので、ご申告を

していただいてから減免の申請をしてください。 

 

10. 申請をしてから減免の決定まではどのくらいかかりますか。 

回答 原則、申請をいただいた月の翌月の中旬に、減免の決定通知書及び減免後の国民健康

保険税の納税通知書を発送いたします。必要書類の不備や調査等が必要な場合、翌々月

以降になる場合がございます。 
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11. 減免が決定するまで保険税を払わなくてもいいですか。 

回答 減免決定通知書が届くまでに納期が到来する保険税は、納期限までにご納付いただ

く必要があります。全額が免除となる場合や一部減免でも減免額が大きい場合、税額更

正時に払いすぎとなっていれば、後日、還付金としてお返しいたします。 

納期限までのご納付が難しい場合は、納税課へご相談ください。 

（納税課 0476-20-1519） 

 

12. 主たる生計維持者とは誰のことを指しますか。 

回答 主たる生計維持者とは、国民健康保険上の世帯主（被保険者証に記載されている世帯

主）を指します。 

 

13. 国保上の世帯主が国保の加入者ではありません。この場合も、主たる生計維持者は国
保上の世帯主となりますか。 

回答 国保上の世帯主が国保の加入者でない場合も、国保上の世帯主を主たる生計維持者

として減免判定いたします。国保上の世帯主が国保の加入者でない場合、この国保上の

世帯主を擬制世帯主と呼びます。この場合、要件①から③（Ｑ１９参照）中の収入、所

得については、擬制世帯主の収入・所得を指し、減免対象額（Ａ×Ｂ／Ｃ）を計算する

ときのＣは、擬制世帯主と世帯内の被保険者全員の所得を合計した額となります。 

 

14. 共働きの世帯なのですが、主たる生計維持者を 2 名とすることは可能ですか。 
回答 共働きの場合等も、主たる生計維持者を 2名とすることはできません。Ｑ１３の回答

のとおり、主たる生計維持者は、国保上の世帯主であり、必ず 1名です。 

 

15. 新型コロナウイルス感染症により死亡したことはどのように確認しますか。 

回答 医師の診断書等により確認しますので、死亡診断書等のコピーの添付をお願いいた

します。 

 

16. 「重篤な傷病を負った」とはどのように判断するのでしょうか。 

回答 1 か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著

しく重い場合をいいます。医師による診断書等により確認しますので、医師の診断書等

の添付をお願いいたします。 

 

17. 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少とはどのような場合を指します
か。 

回答 今回の減免は、国の財政支援の基準に基づき実施します。国の基準では、新型コロナ

ウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合（たとえば、懲戒解雇や令和元年中

の退職、転職等）を除き、認めることとなっています。  
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18. 少しでも収入が減少していれば減免になるのですか。 

回答 収入減少による減免の場合は、世帯の主たる生計維持者について、以下の 3つの要件

すべてに該当している必要があります。 

①事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、前年に比べて 10分の

3以上減少する見込みであること 

②前年の所得の合計額が 1000 万円以下であること 

③前年に比べて 10分の 3以上の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得

の合計額が 400 万円以下であること 

 

19. 要件①に、収入が「前年に比べて 10 分の 3 以上減少する見込みであること」とあり
ますが、減少見込み額はどのように算出すればよいですか。 

回答 令和 4年中（令和 4年 1月から 12 月まで）の収入見込み額をご自身で算出していた

だき、前年の収入金額から差し引くことで算出してください。令和 4年中の収入見込み

額の算出方法については、令和 4 年 1 月から直近の月までの収入実績に、12 月までの

月ごとの収入見込み額を足して算出する方法や、前年の年間収入額から、取引先の倒産

等で回収不能となった金額を引いて算出する方法等が考えられます。 

 

20. 要件①の「減少する見込み」の収入に、雑収入や株の取引による収入は含みませんか。 

回答 雑収入や株の取引による収入は含みません。減少する見込みの収入として認定する

収入の種類は、事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかであり、その他

は対象ではありません。 

 

21. 事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のうち、事業収入については、前年比 10
分の 3 以上の収入減少が見込まれますが、不動産収入については、減少する見込み
がなく、二つの収入を合計した場合には前年比 10 分の 3 以上の減少には達しませ
ん。この場合は減免の要件①には当てはまりませんか。 

回答 事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかの減少額で判断しますので、

どれか一つでも該当すれば、要件①に当てはまります。 
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22. 「保険金や損害賠償等により補填されるべき金額」に国や県から支給される「特別定
額給付金」や「持続化給付金」などの各種給付金は含みますか。 

回答 国、県、市から支給される各種給付金は、事業収入等の計算に含めません。持続化給

付金等が事業収入に含まれている場合には、持続化給付金等を除いた収入金額で収入

の減少を判断しますので、持続化給付金等の決定通知のコピーを申請書に添付してく

ださい。 

   合計所得金額、前年の所得の合計額及び前年の所得については税法上の取扱いに準

じます。 

 

23. 事業収入について前年比 10 分の 3 以上の減少見込みなのですが、令和 3 年中は必要
経費の額が多く、事業所得は 0 円となっていました。この場合減免の要件には当て
はまりませんか。 

回答 今回の減免の要件には当てはまりますが、減少する見込みの収入にかかる前年の所

得額（B）が 0円の場合は、減免額の計算（A×B／C×（ｄ））において、前年の所得額

（B）をかける関係で減免額が 0円で決定されることとなります。（減免されません） 

 

24. 要件②の「前年の所得の合計額」とは、事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入
にかかる所得の合計額ですか、それともそれ以外の種類の所得（雑所得や株式の譲渡
所得等）がある場合は、それも含めますか。 

回答 「前年の所得の合計額」は、主たる生計維持者の前年のすべての所得を合計した金額

となりますので、事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入以外の種類の所得も含み

ます。（退職所得は除きます。） 

 

25. 「前年の所得の合計額」とは、配偶者控除や社会保険料控除等の各種控除をしたあと
の額ですか、また純損失・雑損失の繰越控除や居住用不動産の買い換え等にかかる特
別控除をしたあとの金額ですか。 

回答 「前年の所得の合計額」は、配偶者控除や社会保険料控除等の地方税法第 314 条の 2

第 1項に規定する各種控除を、控除する前の金額です。なお、地方税法第 314 条の 2第

2項に規定する基礎控除（43万円）についても控除する前の額です。 

   また、地方税法第 313 条第 8・9項に規定する純損失・雑損失の繰越控除や租税特別

措置法に規定する居住用不動産の買い替え等にかかる特別控除については控除した後

の額となります。 

 

26. 要件③の「減少が見込まれる収入」とは要件①でいう前年比 10 分の 3 以上の減少が
見込まれる収入のことですか。 

回答 ご質問のとおり、前年比 10分の 3以上の減少が見込まれる収入を指します。 
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27. 要件③の「減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額」とは、事
業収入・不動産収入・山林収入・給与収入にかかる所得の合計額ですか、それともそ
れ以外の種類の所得（雑所得や株式の譲渡所得等）がある場合は、それも含めますか。 

回答 「前年の所得の合計額」は、主たる生計維持者の前年のすべての所得を合計した金額

となりますので、事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入以外の種類の所得も含み

ます。（退職所得は除きます。） 

 

28. 要件①～③の「前年」とは、それぞれいつを指しますか。また、令和 4 年度国民健康
保険税の減免申請をする場合と令和 3 年度国民健康保険税の減免申請をする場合で
異なりますか。 

回答 令和 4 年度分の国民健康保険税の減免申請をする場合、要件中の前年は令和 3 年を

指します。令和 3年度分の国民健康保険税の減免申請をする場合、要件中の前年は令和

2年を指します。 

 

29. 前年の所得の中にマイナスの金額のものがある場合、要件②・③の「前年の所得の合
計額」はどのように計算しますか。 

回答 要件②・③の前年の所得の合計額の計算の際には、金額がマイナスの所得がある場合

も通算します。 

 

30. 令和 4 年 5 月に、「令和 4 年度国民健康保険税（令和 3 年度課税分）」と書かれた納
税通知書が届きました。納期限が令和 4 年 5 月 2 日（月）となっていますが、これ
については減免の対象となりますか。 

回答 減免の対象となる年度は、令和 4 年度課税分ですので、原則として令和 3 年度課税

分は減免の対象とはなりません。 

しかし、令和 3 年度相当分の保険税額であって、令和 3 年度末に資格を取得したこ

と等により、令和 4 年 4 月以後に納期限が設定されているものは減免の対象となる場

合がありますので、保険年金課にご相談ください。 

 

31. 減免される金額は減少した収入の減少割合によって決まらないのですか。 

回答 減免される金額は、減少割合ではなく、主たる生計維持者と被保険者それぞれの「前

年の所得の合計額」の合計額に対する減少した収入に係る所得の金額の比率と、主たる

生計維持者の「前年の所得の合計額」によって決まります。なお、令和 4年中の収入見

込み額は減免の要件にのみ関係し、減免される金額には関係しません。 
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32. 「新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ
一定以上減少する見込みの世帯」の場合も減免によって保険税額が全額免除される
ことはありますか。 

回答 減免額の計算（Ａ×Ｂ／Ｃ×ｄ）において、Ａ×Ｂ／Ｃ＝Ａ（Ｂ＝Ｃのとき）となり

ｄ＝1 となる場合には保険税の全額が減免されます。（①主たる生計維持者のみ所得が

ある。②前年の所得が減少する見込みの収入にかかる所得のみ。③主たる生計維持者の

前年の合計所得金額が 300 万円以下である。①から③をすべて満たす場合） 

 

33. 減少することが見込まれる主たる生計維持者の前年の所得がマイナスのような場
合、Ｂの計算はどうなりますか。 

回答 前年の所得がマイナスの場合には 0円として計算します。 

 

34. 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額
がマイナスの場合、減免対象税額（Ａ×Ｂ／Ｃ）の計算結果が A の額を超えること
が考えられますが、その場合も（Ａ×Ｂ／Ｃ）が減免対象税額となりますか。 

回答 （Ａ×Ｂ／Ｃ）の計算結果がＡを超える場合にはＡが対象保険税額となります。 

【例】年間の保険税額 10万円 1 人世帯 

ａ：世帯主・・・事業所得－100 万円、給与所得 150 万円 

 給与収入が 10 分の 3以上減少する場合 

    10 万円×150 万円／50 万円＝30 万円 計算結果がＡの 10 万円を超えるため 10 万

円が減免対象税額となる 

 

35. 世帯に「前年の所得の合計額」がマイナスの被保険者がいる場合、Ｃの計算の際にマ
イナスの金額は通算しますか。 

回答 Ｃの算出の際に前年の所得の合計額がマイナスの被保険者がいる場合には、その方

の所得を 0円として計算します。 

【例】ａ：世帯主・・・前年所得 100 万円 

   ｂ：被保険者・・・前年所得（事業）マイナス 50 万円 

   （正）100 万円＋（0円）＝100 万円 

   （誤）100 万円＋（－50 万円）＝50万円 
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36. 減免決定後の保険税の支払はどうなりますか。 

回答 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者がお亡くなりになった場合と重

篤な傷病を負った場合は、当該期間の保険税が全額免除となるため、保険税の支払はあ

りません。すでにお支払いいただいている保険税がある場合には、還付金として返金い

たします。 

主たる生計維持者の収入が減少し、一部減額となる場合には減免決定通知前に納期

が到来する分については、保険税をご納付いただく必要があります。納期ごとの金額は、

ご世帯の保険税額及び減免決定金額により異なりますので、郵送される税額変更通知

書をご確認ください。 

【例】令和 4年度国民健康保険税額 90,000 円、7月に減免申請、8月に減免決定通知 減免

決定金額 35,000 円の場合（減免により変更後に納付すべき保険税額 55,000 円） 

減免前       減免後 

第 1期 20,000 円  第 1 期 20,000 円・・・納期限 8月 1日 

第 2期 10,000 円  第 2 期  5,000 円・・・納期限 8月 31 日 

第 3 期 10,000 円  第 3 期  5,000 円・・・納期限 9月 30 日 

 ・          ・ 

 ・          ・ 

第 8 期 10,000 円  第 8 期  5,000 円・・・納期限 2月 28 日 

 

37. 年度途中で転出した場合、減免はどうなりますか。 

回答 世帯全員で転出された場合は、新しく転入した市区町村でご相談ください。改めて申

請することで、転入後も国民健康保険税が減免になる可能性がございます。 

世帯の一部の方が転出された場合は、減免に関して特に手続は必要ありませんが、世

帯主の変更が行われた場合には、必要となる場合や該当とならない場合がありますの

で、保険年金課にご相談ください。 

 

38. 年度途中で新しく加入者が増えた場合、減免はどうなりますか。 

回答 年度途中でお子様が生まれた場合や、ご家族が会社をおやめになった場合など、世帯

の国民健康保険の被保険者が増え税額が変更される際には、減免額を再度計算しなお

します。（減免される額が減少する場合があります。） 

 


