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1. 申請について 

Q1-1 申請はいつからできますか。 
（回答） 
令和４年６月13日（月）発送の「令和４年度国民健康保険料納付通知書」がお手元に届き次第、申請
ください。 
申請期限までに納付通知書又は国民健康保険被保険者証をご持参の上、必要書類をご提出ください。 
なお、第１期保険料減免申請期限（普通徴収）は６月23日（木）となります。 

また、郵送による申請も受け付けますので、申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を同封し、申
請期限必着でお住まいの区の保険年金課あてに郵送してください。 

Q1-2 申請書はどこでもらえるのか。 
（回答） 
静岡市ホームページから申請書の印刷が可能です。 
各区役所の保険年金課窓口でもご用意してあります。 

Q1-3 令和４年度と令和３年度の両方の減免手続きをしたいのですが、それぞ

れ手続きする必要がありますか。 
（回答） 
年度ごとの手続きが必要になります。 
令和４年度分は「国民健康保険料減額又は免除申請書」、令和３年度分は「国民健康保険料賦課更正
申立書」をご提出ください。 
同時に２年度分の手続きをされる場合、共通の添付書類の提出は１部で結構です。 

Q1-4 申請の期限はありますか。 
（回答） 
減免申請は納期限の７日前までです。 
第１期分から減免適用となる場合の申請期限（普通徴収）は６月23日（木）となりますので、「令和
４年度国民健康保険料納付通知書」がお手元に届き次第、お早目に申請をお願いします。 
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Q1-5 申請は早く行った方がいいですか。 
（回答） 
各納期限の７日前（特別徴収の人は年金支給日の７日前）までに申請いただきますと、その納期の保
険料から減免の対象となります。なお、申請期限を過ぎた納期分は減免の対象となりませんので、ご注
意ください。 
また、申請をしていただいても、審査後に不承認となる場合がありますので、ご了承ください。 

Q1-6 申請にはどのような書類を提出しますか。 
（回答） 
提出書類は以下のとおりです。詳しくは、静岡市HPに掲載しております「持ち物チェックリスト」を
ご確認ください（窓口でも配布しております。）。 
≪令和４年度分≫ 
［共通］ 
①国民健康保険料減額又は免除申請書≪令和４年度分≫ 
【新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、又は危篤な傷病を負った場合】 
②新型コロナウイルス感染症により、死亡又は重篤な傷病を負ったことが分かる医師の診断書 
【主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合】 
③新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書（令和４年度分） 
④令和３年中事業収入等申告書 
⑤世帯主及び国保加入者全員の前年の収入が分かる書類（令和３年分確定申告書、令和３年分源泉徴
収票等） 
⑥主たる生計維持者の令和４年中の収入見込みが確認できる書類（金銭出納帳、収支の分かる資料
等） 
【事業廃止の場合】 
⑦事業廃止が確認できる書類（事業廃止届の写し、法人市民税廃止届 等） 
【失業の場合】 
⑧失業が確認できる書類（解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証 等） 
※減免理由が「死亡」「重篤な傷病」の方は、③以下の書類は提出不要です。 

≪令和３年度分≫ 
［共通］ 
①国民健康保険料賦課更正申立書≪令和３年度≫ 
【新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、又は危篤な傷病を負った場合】 
②新型コロナウイルス感染症により、死亡又は重篤な傷病を負ったことが分かる医師の診断書 
【主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合】 
③新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書（令和３年度分） 
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④世帯主及び国保加入者全員の前年の収入が分かる書類（令和２年分確定申告書、令和２年分源泉徴
収票等） 
⑤主たる生計維持者の令和３年中の収入が分かる書類（令和３年分確定申告書、令和３年分源泉徴収
票等） 
【事業廃止の場合】 
⑦事業廃止が確認できる書類（事業廃止届の写し、法人市民税廃止届 等） 
【失業の場合】 
⑧失業が確認できる書類（解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証 等） 
※減免理由が「死亡」「重篤な傷病」の方は、③以下の書類は提出不要です。 

Q1-7 各区役所の保険年金課窓口による申請時に必要な持ち物はなにかありま

すか。 
（回答） 
Q１-6の回答に記載の提出書類以外に申請時にご持参いただくものとしては、 
①納付通知書（申請対象となる年度分） 
②国民健康保険被保険者証
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2. 減免の要件について 

Q2-1 申請時に記載する令和４年中の収入見込額の算出方法はどうしたらよい

か。 
（回答） 
令和４年中（令和４年１月から12月まで）の収入見込みとして、令和４年１月から直近の月までの収
入実績額に12月までの月ごとの収入見込み額を加え、年間の見込み額を算出していただきます。 
見込み額については、静岡市が合理的と判断するものであれば、算出方法は問いません。 
なお、前年比で３割以上の減少が見込まれる場合は、記載例を参考に「令和４年中事業収入等申告
書」の「令和４年中の収入見込み額が減少した理由」欄に減少理由の記入をお願いします。 

Q2-2 新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少したが、減免要件の３割以

上減少に該当するかわからない。 
（回答） 
Ｑ2‐1を参考に、令和４年中の収入見込み額を算出してください。 

Q2-３ 主たる生計維持者とは誰のことを指しますか。 
（回答） 
 主たる生計維持者は、原則国保上の世帯主（被保険者証に記載されている世帯主）を指します。 
実態的に国保上の世帯主以外の被保険者の方で生計が維持されている場合は、申請時にその旨をお申し
出ください。 

Q2-４ 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） 
申請時に提出していただく「新型コロナウイルス感染症に感染したことが分かる医師の診断書」によ
り確認いたします。 
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Q2-５ 「重篤な傷病を負った」とはどのような場合を指しますか。 
（回答） 
１カ月以上入院した場合を指します。 
申請時に提出していただく「新型コロナウイルス感染症に感染したことが分かる医師の診断書」によ
り確認いたします。 

Q2-６ 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） 
新型コロナウイルス感染症自体や、その拡大防止のための措置による影響を受けたものを指します
（直接的であるか間接的であるかを問いません。）。 
新型コロナウイルス感染症の影響が経済・社会全体に大きく生じていることを踏まえ、新型コロナウ
イルス感染症の影響でないことが明らかな場合（懲戒解雇や令和３年中の離転職が原因である場合等）
を除いて、その理由によって減免対象から除外するものではありません。 

Q2-７ 要件の中の「減少した収入」に雑収入や株の取引による収入は含みませ

んか。 
（回答） 
含みません。「減少した収入」として算定するのは、事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入の
いずれかであり、その他は対象ではありません。 

Q2-８ 事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のうち、事業収入について

は、前年比３割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、２つの収入を合計した場合には前年比３割

以上の減少には達しません。この場合は減免の要件に該当しますか。 
（回答） 
該当します。事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかであるため、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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Q2-９ 「事業収入等のいずれかの減少額」又は「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」などの

給付金は含みますか。 
（回答） 
国や県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。 
国や県から支給される各種給付金は、減少した収入から控除する額（保険金や損害賠償等により補填
されるべき金額）に含まれません。 
また、「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。 

Q2-10 事業収入について前年比３割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） 
要件１には当てはまりますが、減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額（Ｂ）が０円の場
合、減免額の計算（A×B／C×ｄ）において減免額が０円となることから減免の対象となりません。 

Q2-11 要件２の「前年合計所得金額」とは、事業収入・給与収入・不動産収入・

山林収入にかかる所得の合計額ですか（それ以外の種類の所得がある場

合はそれも含まれますか。） 
（回答） 
「前年合計所得金額」は、前年のすべての所得を合計した金額です。（事業収入・給与収入・不動産
収入・山林収入以外の種類の所得も含まれます。） 

Q2-12 要件２の「前年合計所得金額」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、また居住用不動産の買い換え等にかか
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る特別控除をしたあとの金額ですか。 
（回答） 
「前年合計所得金額」は、地方税法第314 条の２第１項に規定する配偶者控除や社会保険料控除等の
各種控除及び地方税法第314 条の２第２項に規定する基礎控除（43万円）の控除前の金額です。 
ただし、居住用不動産の買い換え等にかかる特別控除等の租税特別措置法に規定する特別控除につい
ては、控除後の額となります。 

Q2-13 減免の要件は市で定めたものか。 
（回答） 
今回の新型コロナの減免の基準については、国が示したものであり、静岡市独自の基準ではありませ
ん。 
国において、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険料
の減免に対して財政支援がなされることが打ち出されたことから、静岡市としては、国が示す基準の範
囲内において減免を受け付けることとしました。 

Q2-14 「減少が見込まれる収入」とは前年比３割以上の減少が見込まれる収入

のことか。 
（回答） 
その通りです。前年比３割以上の減少することが見込まれる収入を指します。 
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3. 減免の対象となる保険料について 

Q3-1 令和４年６月に、「令和４年度国民健康保険料納付通知書（令和３年度遡

及分）」の納入通知書が届いた。納期限が令和４年８月１日となっています

が、これについては減免の対象となりますか。 
（回答） 
令和３年度以前の分につきましては、令和４年３月に国民健康保険の資格を取得した等により納期限
が令和４年４月以降に設定されていたものは対象となりますがそれ以外の事由では、今回の減免の対象
とはなりません。 
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4. 減免の金額について 

Q4-1 減免申請が承認された場合、減免される金額はどのくらいになるのか。 
（回答） 
 減免申請が承認された場合、申請された世帯の状況等により、以下のとおり、保険料額が減額または
免除となります。 
 ≪減免要件区分≫ 
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、 
又は重篤な傷病を負った世帯・・・全額免除 

② 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事業収入、不動産収入、山林収入又は
給与収入の減少が見込まれる世帯・・・減額 

※②に該当する場合、主たる生計維持者の前年合計所得金額に応じて減額される割合が異なります。減免  
額の算定方法につきましては、静岡市ホームページに記載しておりますので、ご確認ください。 

また、減免承認後の保険料決定額及び減免額については、窓口や電話等にて一切お答えしておりません。
減免申請が承認された場合は、世帯主宛てに「国民健康保険料減額又は免除承認通知書」を送付しますの
で、そちらでご確認ください。 

Q4-2 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） 
決まりません。減免される金額は、減少割合ではなく、「主たる生計維持者及び当該世帯に属する全 
ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額」に対する「主たる生計維持者の減少することが見込
まれる収入に係る前年の所得額」の割合と「主たる生計維持者の前年の合計所得金額」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。 

Q4-3 減免が承認された場合、減免申請以降に納付した保険料は還付されるの

か。 
（回答） 
減免の対象となった保険料がすでに納付済みである場合は還付します。 

Q4-4 減免の対象となる保険料を減免申請前に納付してしまっている場合、還

付になるのか 
（回答） 
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 申請前に納付した保険料については、減免の対象となりません。あくまで、申請時に納期限が到来し
ておらず、かつ、未納付のものが対象です。例：全期分を１期の納期限前までに一括納付した場合、２
期目に減免申請したとしても減免及び還付されません。 


