
、 、

昊健康保険条例系

鰻被保険者に係る基礎賦課総葎恐縮Ｐ険者に係る＿＿Ｆ１、密

ＮＧＩ,.＝（冊3条の３保険料の賦課額0鵲の３保険料の賦課藩iＯ

百に掴字する狽職被保険者零

系る什譲イ栄隙系るら｡．；韻、被保険

■二 ＩＥ２ｌ,〕・￣P=に西、y】・￣

、科

国ＩＴＵ」見、翻し丁

平頁し7と‘二と煩を-空隙した＿

呆険＝」，生二のミー目

渇ける額の見、－画
－△、

渇け③：二DＪ＝から

葛ける二＝二を＝

選礎賦課額の政令団栄弟損の.二’目

蘭免の額の総羅

鵬被保険者に係る賦課期日の膜条前柔のnlT得割翻羅被保険者に係る賦課期日の腰ａＲｌＴ得割憩

（７）BI C系石【昭紅７】回TIロ

\金額及び山林BIT得笠画1戸喪日冠宕宅Ｚ
;Ｆ 、山ＨＩＴ得弓Ｆ二目ＩＦ・=

手の－－Ⅱ可

湯株ヨ白等に僧§ろ白H当IﾂT得の金額、Ｉ可掻Ⅲロ－ﾛ■ に，、る二当所得一F

１

条例改正

(一般被保険者に係る基礎賦課総額）

逗子市国民健
←

尿：

第８条の３保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第７条第１

項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」という｡）

以外の被保険者をいう。以下同じ｡）に係る基礎賦課額(第16条の

2の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、

その減額することとなる額を含む。）の総額(以下「基礎賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の

見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1)～(2)（略）

第１０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(昭和25年法律第226号)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の金額、同法附則第３３条の

保険条例新１日対照表

(一般被保険者に係る基礎賦課総額）

第８条の３保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第７条第１

項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」という｡）

以外の被保険者をいう。以下同じ｡）に係る基礎賦課額(第１６条の

2の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、

その減額することとなる額を含む。）の総額(以下「基礎賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の

見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 ただし、第

２１条第１項(□規定による保険料の減免を行う場合においては、第

１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額をj空除し

左昌題'三塗_且_｣三t'二週嘩i題２』塁i型錘金蔓L上麺墜盤と_L=工篁室
した額とすることができる。

(1)～(2)（略）

-0-当該年度における第２１条第１項の規定による基礎賦課額の

減免の額の総額

第１０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(昭和25年法律第226号)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の金額、同法附則第33条の■
'現行 改正案 備考



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34条の２第１項、第34条の３第１項、第３５条第１項ｗ

第３５条の２第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、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条の規定に該当する場

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６項に規定する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１１項若しくは第１５項又は第３５条の

3第１１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、

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３４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条の規定に該当する場合には、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条の規定に該当する場

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６項に規定する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１１項若しくは第１５項又は第３５条の

3第１１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)、 その適用後の金額)、 沮税条約等の実施に伴う所得税法、法人税Ｔ約’の‐にｆ 字句整理

更ぴ地方税腓埜に崖時’ビロ４４年法律第４６号 1しび地方」二Fに堂Ｌ；Ｉｇｐ４４：法律第４６ 語Ｍ

第３条の２の２ 第３条の２の２且税条約実施特Ｂ

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。以下この条亟Lぴ第13条の２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

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 字句整理

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
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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１２条の所得割の保険料率を乗じて算定

する。

２（略）

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１２条の所得割の保険料率を乗じて算定

する。

２（略）

の保険料率）_股被保険者に係る基礎二 字句整理

字句整理

の保険料率）（ 歴賦．:：二

の保険料率は、次のとおり第１２条基礎賦課誌 の保険料率は、次のとおり第１２条

とする。

（１）所

受被保険者に係る基礎賦課一

とする。

(1)所得割

●

字句整理及び

応能･応益割合

の変更

曇礎賦課総一１００６５ に一般被保険者に係る基礎賦課総額の100７０所得割 に

相当する額を基礎控除後の総所得金額等(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｢施行規則｣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とする｡）

の総額で除して得た数

相当する額を基礎控除後の総所得金額等(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｢施行規則」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とする｡）

の総額で除して得た数

基礎賦課総額の１００ 字句整理及び

応能･応益割合

の変更

(2)被保険者均等割(2)被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100

の25に相当する額を、当該年度の初日における二』麹U週塗宣旦

麩で除して得た額

(3)世帯別平等割ア又はイに掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れア又はイに定めるところにより算定した額

の20に相当する額を、当該年度の初日における一般被保険者

塾で除して得た額Ｉ

(3)世帯別平等割ア又はイに掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れア又はイに定めるところにより算定した額

～基礎賦課アイに掲げる世帯以外の世帯 字句整理アイに掲げる世帯以外の世帯 一般被保:-者に係る-..：

趣１の100分の１０に相当する額を当該年度の初日における一

般被保険者が属する世帯の数から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曰の前日の属する月以後５年

董罐[の100分の10に相当する額を当該年度の初日における一

般被保険者が属する世帯の数から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曰の前日の属する月以後５年

３
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を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯

・に属するものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する一般

被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場

合に限る．以下「特定世帯」という。）の数に２分の１を乗じ

て得た数を控除した数で除して得た額

イ特定世帯アに定めるところにより算定した額に２分の１

を乗じて得た額‘

2～３（略）

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額）

第１２条の５の２保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高

齢者支援金等賦課額(第１６条の２の規定により後期高齢者支援金

等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額するこ

とになる額を含む。）の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の

見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯

に属するものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する一般

被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。以下「特定世帯」という。）の数に２分の１を乗じ

て得た数を控除した数で除して得た額

イ特定世帯アに定めるところにより算定した額に２分の１

を乗じて得た額

2～３（略）

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額）

第１２条の５の２保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高

齢者支援金等賦課額(第１６条の２の規定により後期高齢者支援金

等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額するこ

とになる額を含む。）の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の

見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし型第 政令改正に伴

う改正２１条第１長の規定による保険料の減免を行う場合においては、

1号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定

した額とすることができる。

(1)～(2)（略）(1)～(2)（略）

(3)当該年目にお｝…２１１項の手定による後期高齢者笈 政令改正に伴

う改正震金..辿課・の：。；=の総

(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）
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、 、

第１２条の５の５－段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）所得割後期高齢者支援金等賦課総額の１００分の70-に相当

する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(施行

令第29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、

第１２条の５の５－股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）所得割後期高齢者支援金等賦課総額の１００分の(iq-に相当

する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(施行

令第29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、

応能･応益割合

の変更

により補正された施行規則 施行規則により補正された３２条の に規定する方法の伊 第３２条のに規定する方指 字句整理

後の金額とする。）の総額で除して得た数

(2)被保険者均等割後期高齢者支援金等賦課総額の100分の２０

に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数で除

して得た額

(3)世帯別平等割ア又はイに掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れア又はイに定めるところにより算定した額

後の金額とする。）の総額で除して得た数

(2)被保険者均等割後期高齢者支援金等賦課総額の100分の２５

に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数で除

して得た額

(3)世帯別平等割ア又はイに掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れア又はイに定めるところにより算定した額

応能･応益割合

の変更

アイに掲げる世帯以外の世帯 アイに掲げる世帯以外の世帯一般被保険者に係る後期高簡 字句整理麦則高配

者支援金等賦課総額の100分の１０に相当する額を当該年度の

初日における一般被保険者が属する世帯の数から特定世帯の

数に２分の１を乗じて得た数を控除した数で除して得た額

イ特定世帯アに定めるところにより算定した額に２分の1

を乗じて得た額

2～３（略）

（介護納付金賦課総額）

第１２条の６保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第１６条の２

の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することになる額を含む。）の総額(以下「介護紬

，者支援金等賦課総輻の100分の１０に相当する額を当該年度の

初曰における一般被保険者が属する世帯の数から特定世帯の

数に２分の1を乗じて得た数を控除した数で除して得た額

イ特定世帯アに定めるところにより算定した額に２分の１

を乗じて得た額

2～３（略）

（介護納付金賦課総額）

第１２条の６保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第１６条の２

の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することになる額を含む。）の総額(以下「介護納

５
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付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２

号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。

付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２

号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

ただし、２１条第１項の規定による保呂の減:･を行う場合る。 政令改正に伴

う改正．においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の

剋込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額を

…として算定した額とすることができる

(1)～(2)（略） (1)～(2)（略）

栄第１項の規定 政令改正に伴

う改正

壇，イ寸一一日

課額の減免の羅呵の総翻

（介護納付金賦課額の保険料率）

第１２条の９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）所得割介護納付金賦課総額の100分の７０に相当する額を

介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(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、施行規則第３２条の１０に規定する方法により補正された後

の金額とする6）の総額で除して得た数

（２）被保険者均等割介護納付金賦課総額の」００分の２０に相当

する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の数

で除して得た額

（３）世帯別平等割介護納付金賦課総額の１００分の１０に相当す

る額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の属す

る世帯の数で除して得た額

（介護納付金賦課額の保険料率）

第１２条の９介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保

険料率はい次のとおりとする。

（１）所得割介護納付金賦課総額のjUlO分の６５に相当する額を

介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(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、施行規則第３２条の１０に規定する方法により補正された後

の金額とする。）の総額で除して得た数

（２）被保険者均等割介護納付金賦課総額の」00分の２５に相当

する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の数・

で除して得た額

（３）世帯別平等割介護納付金賦課総額の100分の１０に相当す

る額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の属す

る世帯の数で除して得た額

応能･応益割合

の変更

応能･応益割合

の変更

６
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、 ､

2～３（略）

（賦課の特例）

第１３条の２保険料の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額

等が確定しないため当該年度分の保険料額を確定することができ

2～３（略）

（賦課の特例）

第１３条の２保険料の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額

等が確定しないため当該年度分の保険料額を確定することができ

その確定する日までのにおいて男、, 字句整理ない場合においては、その砿定する日までの間に限り、保険料のない場合においては、

納期において普通徴収のによって徴収すべきIF‐、に唾り、納付義務者の前年度の最′の納期の保竺‘且に相当する昌当識

前年度の保険料額に基づき詮了した額を白の賦課期日後に納小；務が発生した三については、その者が

１年度の賦課巫日に納付務があるとみなして定した保険：`二

、それぞそれぞを当該年度の納期の数で除して得た額)の範囲Fｋ において、

れの納期に係る保険料として賦課徴収する。れの納期に係る保険料として賦課徴収する。左だし、当該保険料

頃については．他の所得と区分して計算されるＰの金額を除い

て算定した額とする。

(保険料の減額）(保険料の減額)

第１６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準 保険料の減額の

規定を規則から

条例に移行

１６条の２市長は、施行令第２９条の７第５吃’手ｒにじて(二m

の賦課額のうち基礎賦課額は、９条又は第１２の２の基礎賦課で定めるところにより、第９条又は第１２条の２の基礎賦課額につ

いて被保険者・・二及び世一HII平等割額を生貝する。 該各号に定める額を＝

l）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前項の規定によって保険料の基礎賦課額を減額する場合におい

納付義務が発生した今にはその生した日とする。：~在におて、その額の決定については「、１２条第２項及び第３項の規定を

いてその世帯に属する被保険者及び特定同一'・助戸者につき寝用するこの場△１２条第２巴・・「前項に規定する保険料率

算定した地方税法第３１４条の２第臣に規定八′口金:二(青文ぴ、同条第項中「第項に規定する保険料率」とあるのはそ

色専従者給与額又は上専従者控iz､額についてはロ法３１３れぞれ二１６の２の減額の.具と読み替えるものとする。

前２厘の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額についてＨｆ 百
貝の規定をｈｉ

ろ。この場合において、1項中「基礎賦課額」とあるのは「’ 貝の冠沼和４Ｕ年法律簾

７

条例改正



｣Tlする。この場合においてＬ第１項中「基礎賦課額」とあるのは

「介護納付金賦課額｣と、「第９条又は第１2条の2｣とあるのは｢第

１２条の７」と､_第２項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、「第旧条第２項及び第３項｣とあるのは「第12条の

9第２項及び第３項」と、「第12条第２項中」とあるのは「第１２

条の９第２項中」と読み替えるものとする。

８

条例改正
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｡

箒 、

⑭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Ｅ

得と区分して計算される可′の金額の－１が地税法３１４

条の２第２項に掲げる金額に施行へ…２９条の７第５且．３号

ロに規定する乗じる額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日種

に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した曰とす

）現在において当該世帯に属する被，‐＝（当該世--主を鉦

く。）の数と特定同一世者(当該世帯主を除く。）の‐の合

系ろ号た額を加算した金＝､

科の納付義務者であって’号に該当するｊ＞の毛

アに掲げる額に､当該世帯に属する被保険者のうち当該年度先

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

散を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額

ア当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に-ｍ

の４を乗じて得た霧

イ当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０

の４を乗じて得た額

る額の決定について準用する。この場合において、第１２条第２理:

貝の規定中い： とあるのは「＝と￣Lが壱

ものとする。

前２項の規定は、後期高畑金等課額の減額について：：

…項中｜基fzizAL額」色のは「蓼の場名

期高齢者支援金等賦課額」と、「第９条又は第１2条の2」とあるの

は「第１２条の５の３又は第－１２条の５の６」と、第２項中「第１２

９
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条ｊとあるの}ま｢第12条の５の５」と読み替えるものとする。

第１項 ▲ｒは、 納付金延凹＝の減額について準

曲する。この場今において、項中「基課額」とあるのは

、金賦課額「第９条又は第１２条の２｣とあるのは｢第

■■-Ｌロ 歪’'一Ｆ)筍｡

み替えるものとする。

（特例対象被保険者等の特例）

第１６条の２の２世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第１０

条第１項の規定の適用については、同項一

（特例対象被保険者等の特例）

第１６条の２の２世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第１０ 字句整理

字句整理の規定の適用については、第10条第１項

」とあるのは「規定する総所得金額(特例

生項皮ひ前条第１畷■

中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例 中「規定する総所得金額」とあ

対象被保険者等の総所得金額に対象被保険者等の総所得金額に所得税法(昭和４０年法律第３３号） 所得税法 字句整理

第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合において

は、当該給与所得については、同条第２項の規定により計算した

金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。次項におい

て同じ。）」と、「所得の金額(同法」とあるのはと｢所得の金額(地

方税法」とする。

第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合において

は、当該給与所得については、同条第２項の規定により計算した

金額の100分の３０に相当する金額によるものとする。次項におい

て同じ。）」と、「所得の金額(同法」とあるのは［所得の金額(地 保険料の減額

の規定を規則

から条例に移

行

訶条第１項第１号中Ｉ総所得金額(」とある@

所得金懇 寸象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第１

頁に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該鍵

可粂弟2項の規定 一した金＝１００炭

ｉｌＵに猛 令羅

ＦＷｂＣ
＠
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〃f￣

、 亨

附則附則

呆険料の減冒課の特Ｅ

保険料の減額

の規定を規則

から条例に移

行

２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

上帯所属者が《前年中に所得税法第35条第３項に規定する公的

や…に侶

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

系るものに限る。）の控除を受けた場合における第１６条の２の規

竃の適用については、同条第１項第１号中［第314条の２第1項

に規定する総所得金額(」とあるのは「第３１４条の２第１項に規定

する総所得金額(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

ｊＵＵＨを揺除した金霧や罹

栄第３項一栄第３頃」とある0

（平成１８年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例）

３（略）

（平成２２年度から平成２５年度までの各年度における一般被保険者

に係る基礎賦課総額の特例）

４（略）

（平成１８年度における保険料に係る所得割額の算定の特例）

５（略）

（平成１９年度における保険料に係る所得割額の算定の特例）

６（略）

（平成１８年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例）

２（略）

（平成２２年度から平成２５年度までの各年度における一般被保険者

に係る基礎賦課総額の特例）

３（略）

（平成１８年度における保険料に係る所得割額の算定の特例）

４（略）

（平成19年度における保険料に係る所得割額の算定の特例）

５（略）

字句整理

字句整理

字句整理

字句整理

１１

条例改正



(みなし法人課税を選択した場合に係る保険料算定の特例）

ｑ（略）

Ｚ（略）

（延滞金の割合等の特例）

８（略）

（平成22年度以降の保険料の減免の特例）

９（略）

（みなし法人課税を選択した場合に係る保険料算定の特例）

７（略）

８（略）

（延滞金の割合等の特例）

９（略）

（平成22年度以降の保険料の減免の特例）

、（略）

字句整理

字句整理

字句整理

字句整理

1２
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