
1 

減免の計算例（前年と比べて３割以上の収入減少があった場合） 

注意 この計算例は、あくまでも目安となります。実際の減免額は、納期の期割（第１期

～第８期）ごとに計算します。端数処理により減免額が数百円程度、計算例よりも

少なくなる場合がありますが、ご了承ください。 

 

（例１）世帯主（＝主たる生計維持者）の事業収入が３割以上減少する見込みの場合 

世帯構成：世帯主（45 歳）、配偶者（43 歳）、子（14歳） 

税額・所得状況等 

［令和４年度分］世帯の国民健康保険税額 644,200 円…（Ａ） 

前年所得の状況 世帯主の事業所得 400 万円…（Ｂ） 

配偶者の給与所得 100 万円 

合  計 500 万円…（Ｃ） 

減免割合（前年所得 400 万円以下） 10分の 8…（Ｄ） 

 

計算方法 

■減免対象保険税額（Ａ×Ｂ／Ｃ） 

 ＝（Ａ） 644,200 円  ×（Ｂ） 400 万円  ／（Ｃ） 500 万円  

 ＝ 515,360円 

■減免額（（Ａ×Ｂ／Ｃ）×Ｄ） 

 ＝（対象保険税額） 515,360円  ×（減免割合Ｄ） 10分の 8  

 ＝ 412,288 円 → 412,200円 （100円未満切捨） 

■減免後保険税額 

 ＝（減免前） 644,200 円  －（減免額） 412,200 円  ＝（減免後） 232,000円  

 

 

（例２）前年中、複数の収入があり、世帯主の事業収入が３割以上減少する見込みの場合 

世帯構成：世帯主（48 歳）、配偶者（47 歳） 

税額・所得状況等 

［令和４年度分］世帯の国民健康保険税額 608,200 円…（Ａ） 

前年所得の状況 世帯主の事業所得 300 万円…（Ｂ） 

世帯主の不動産所得 100 万円 

配偶者の給与所得 100 万円 

合  計 500 万円…（Ｃ） 

減免割合（前年所得 400 万円以下） 10分の 8…（Ｄ） 

事業収入の減少が

見込まれるため、

これに係る前年の

所得＝事業所得の

金額が（Ｂ）とな

ります。 

事業収入の減少が

見込まれるため、

これに係る前年の

所得＝事業所得の

金額が（Ｂ）とな

ります。 



2 

計算方法 

■減免対象保険税額（Ａ×Ｂ／Ｃ） 

 ＝（Ａ） 608,200 円  ×（Ｂ） 300 万円  ／（Ｃ） 500 万円  

 ＝ 364,920円 

■減免額（（Ａ×Ｂ／Ｃ）×Ｄ） 

 ＝（対象保険税額） 364,920円  ×（減免割合Ｄ） 10分の 8  

 ＝ 291,936 円 → 291,900円 （100円未満切捨） 

■減免後保険税額 

 ＝（減免前） 608,200 円  －（減免額） 291,900 円  ＝（減免後） 316,300円  

 

 

（例３）世帯主の事業収入及び山林収入が、それぞれ３割以上減少する見込みの場合 

世帯構成：世帯主（48 歳）、配偶者（47 歳） 

税額・所得状況等 

［令和４年度分］世帯の国民健康保険税額 608,200 円…（Ａ） 

前年所得の状況 世帯主の事業所得 300 万円…（Ｂ） 

世帯主の山林所得 150 万円…（Ｂ） 

配偶者の給与所得 50万円 

合  計 500 万円…（Ｃ） 

減免割合（前年所得 550 万円以下） 10分の 6（…Ｄ） 

 

計算方法 

■減免対象保険税額（Ａ×Ｂ／Ｃ） 

 ＝（Ａ） 608,200 円  ×（Ｂ） 450 万円  ／（Ｃ） 500 万円  

 ＝ 547,380円 

■減免額（（Ａ×Ｂ／Ｃ）×Ｄ） 

 ＝（対象保険税額） 547,380円  ×（減免割合Ｄ） 10分の 6  

 ＝ 328,428 円 → 328,400円 （100円未満切捨） 

■減免後保険税額 

 ＝（減免前） 608,200 円  －（減免額） 328,400 円  ＝（減免後） 279,800円  

 

 

 

 

 

事業収入及び山林収

入の減少が見込まれ

るため、これに係る

前年の所得＝事業所

得及び山林所得の金

額が（Ｂ）となります。 
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（例４）前年所得にマイナスのものがある場合 

世帯構成：世帯主（60 歳） 

税額・所得状況等 

［令和４年度分］世帯の国民健康保険税額 24,200円…（Ａ） 

前年所得の状況 世帯主の不動産所得 120 万円 

世帯主の事業所得 ▲100万円 

合  計 20万円…（Ｃ） 

減免割合（前年所得 300 万円以下） 10分の 10…（Ｄ） 

注意 前年所得がマイナスの場合は、「0円」として計算します。 

   事業所得 ▲100万円 → 0円とします。 

   所得の合計 20万円 → 120万円となります。 …（Ｃ） 

        （不動産所得 120 万円 ＋ 事業所得（▲100 万円 → 0 円） ＝ 120 万円） 

 

計算方法 

①不動産収入が前年よりも 3割以上減少する場合 …（Ｂ）は前年の不動産所得 

■減免対象保険税額（Ａ×Ｂ／Ｃ） 

 ＝（Ａ） 24,200 円  ×（Ｂ） 120 万円  ／（Ｃ） 120万円  

 ＝ 24,200円 

■減免額（（Ａ×Ｂ／Ｃ）×Ｄ） 

 ＝（対象保険税額） 24,200 円  ×（減免割合Ｄ） 10 分の 10  

 ＝ 24,200円 

■減免後保険税額 

 ＝（減免前） 24,200円  －（減免額） 24,200円  ＝（減免後） 0円  

 

②事業収入が前年よりも 3 割以上減少する場合 …（Ｂ）は前年の事業所得 

■減免対象保険税額（Ａ×Ｂ／Ｃ） 

 ＝（Ａ） 24,200 円  ×（Ｂ） ▲100万円→0円  ／（Ｃ） 120万円  

 ＝ 0円 

 ※減免額は 0 円となります。 

 

 

 

 

 

ご不明な点は、お問い合わせください。 

伊勢崎市 国民健康保険課 賦課係 

電話 0270-27-2736（直通）または 0270-24-5111（代表） 

メール kokuho@city.isesaki.lg.jp 

伊勢崎市ホームページ URL https://www.city.isesaki.lg.jp/ 


