
令和４年度 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かかる国民健康保険税の減免に関する Q&A 

１．申請について 

Q1-1 申請はどのような方法がありますか。 

Q1-2 申請はいつからできますか 。 

Q1-3 申請の期限はいつまでですか。 

Q1-4 令和３年中の収入・所得について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。 

Q1-5 申請書と一緒に送付した添付書類の原本は返却してもらえますか。 

Q1-6 収入や所得がわかる書類は、世帯全員分が必要ですか。 

Q1-7 申請を行わなければ減免されないのですか。さいたま市役所で減免の処理を行っ

ていただけませんか。 

２．減免の要件について 

Q2-1 世帯の主たる生計維持者とは誰のことですか 。 

Q2-2 国民健康保険に加入している両親を、別世帯である私が仕送りをして生計を立て

ています。この度、私の収入の減少が見込まれますが、この場合でも両親にかかる国民健

康保険税の減免申請ができますか。 

Q2-3 国民健康保険に加入していない世帯主の収入が減少したことでも、本減免を申請

できますか。 

Q2-4 共働き世帯ですが、２人を世帯の主たる生計維持者とすることができますか。 

Q2-5 新型コロナウイルス感染症の影響で、会社都合で退職した場合は対象となります

か。 

Q2-6 転職を予定して令和３年１２月に自己都合で退職をしていたものの、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で再就職できなかった場合は対象となりますか。 

Q2-7 「重篤な傷病を負った」とはどのような状態ですか。 

Q2-8 収入減少が新型コロナウイルス感染症の影響であるかどうか、どう判断するので

すか。 

Q2-9 既に他の減免（災害による減免や旧被扶養者減免など）を受けています。新型コロ

ナウイルス感染症の影響による減免の対象となりますか。 

Q2-10 非自発的失業による軽減制度を利用しています。新型コロナウイルス感染症の影

響による減免の対象となりますか。 

Q2-11 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、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、

全ての収入を合計した場合には 10 分の３以上の減少には達しません。この場合は減免の

要件には当てはまりませんか。 

Q2-12 対象となる世帯（１）で、「令和４年 4 月 1 日以降」としている理由はあります

か。 

Q2-13 「令和２年と令和３年」を比較した場合は収入が 10 分の３以上減少しています

が、「令和３年と令和４年」を比較すると、新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が回復せず、ほとんど変わりありません。「令和２年と令和４年」を比較して収入の減少

率を算出してはいけないのですか。 

３．減免の判定基準となる収入及び所得について 

Q3-1 収入とは何ですか？ 

Q3-2 事業収入等とはどの収入のことですか。 

Q3-3 Q3-2 にある事業収入等は確定申告書のどこの部分ですか。 

Q3-4 令和４年の収入が「令和３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、令和４年の収入はどのように算出しますか。 

Q3-5 令和４年の事業収入等の減少額を計算する際、国や自治体からの各種給付金も収

入に含めますか。 

Q3-6 令和３年の所得金額とは、配偶者控除や社会保険料控除、医療費控除等の各種控

除をしたあとの額になりますか。 

Q3-7 対象となる世帯の要件ウ・エに記載の令和３年の合計所得金額とは、事業所得・給

与所得・不動産所得・山林所得の 4 つの所得の合計額ですか。あるいはそれ以外の種類の

所得（年金や株、土地譲渡）を含めた合計ですか。 

Q3-8 原稿料、講演料などの事業による収入を「雑収入」として申告していますが、「事

業収入等」とみなすことはできますか。 

４．減免の対象となる国民健康保険税について 

Q4-1 「令和４年度国民健康保険税（令和３年度相当分）」と書かれた納税通知書が届き

ました。納期限が令和４年４月以降のものとなっていますが、これについては減免の対象

となりますか。 

Q4-2 さいたま市の国民健康保険に加入する手続きを令和４年 4 月に行い、令和３年の

とある月まで遡って加入しました。この場合、減免の対象になりますか。 

Q4-3 令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、減免を受け

ました。令和４年度も減免対象になりますか。 

Q4-4 既に就職をして会社の健康保険組合に加入中ですが、国民健康保険に加入してい

た 4 月から 7 月の 3 か月分の国民健康保険税は、対象となる世帯（２）の 4 つの要件が



該当すれば減免できますか。 

Q4-5 減免が決定された後に、世帯主の変更が行われた場合や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。 

５．減免される金額の計算について 

Q5-1 私の前年所得が 300 万円以下で、今年は 10 分の 3 以上の収入の減少が見込まれ

ます。それでも 100%免除されないのはなぜですか。 

Q5-2 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、マイナスの金額

は通算しますか。 

Q5-3 前年の所得金額が 0 円のため、(A)×(B)÷(C)の計算式にあてはめると減免対象と

なる国民健康保険税額が 0 円となってしまいます。国民健康保険税の減免はできないの

でしょうか。 

６．減免が承認されるまで 

Q6-1 申請したら、どのくらいで減免が決定されますか。 

Q6-2 減免が決定されるまでのあいだ、国民健康保険税は納付したほうがよいですか。 

Q6-3 減免が決定されるまでのあいだ、納期限どおり納付しました。減免の申請が承認

され全額免除となりましたが、納付した国民健康保険税は還付されますか。 

Q6-4 さいたま市に引っ越してきました。以前の居住地で国民健康保険税の減免の承認

を得ていましたが、再度申請が必要ですか。 

Q6-5 減免不決定（却下）の場合はどうなりますか。 

 



１．申請について 

Q1-1 申請はどのような方法がありますか。 

（回答） 

 窓口での感染拡大を防止するため、郵送による申請をお願いいたします。申請書はホーム

ページからダウンロードができますが、ダウンロードできない等の場合は各区役所保険年

金課へお問い合わせいただければ申請書をお送りします。また、窓口でお渡しすることも可

能です。 

 

 

Q1-2 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令和４年７月中旬に発送予定となっておりま

す。減免については、納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。 

 

 

Q1-3 申請の期限はいつまでですか。 

（回答） 

 申請期限は令和５年 3 月３1 日（当日消印有効）となります。なお、納期限を過ぎている

場合も申請を受け付けますが、その場合でも減免が決定されるまでのあいだは、納期限どお

りのご納付をお願いいたします。 

 

 

Q1-4 令和３年中の収入・所得について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） 

 主たる生計維持者および国民健康加入者（扶養控除の対象となっていない 16 歳以上の方）

に未申告者がいる場合、減免額の計算ができませんので、所得の申告をしていただいてから

減免の申請をしてください。（※）申告した結果、所得税や住民税、国民健康保険税が発生

する場合があります。 

 

 

 Q1-5 申請書と一緒に送付した添付書類の原本は返却してもらえますか。 

（回答） 

 添付書類について原本を送付された場合、お返しすることはできません。あらかじめコピ



ーをとってからお送りください。 

 

 

Q1-6 収入や所得がわかる書類は、世帯全員分が必要ですか。 

（回答） 

 全員分は不要です。世帯の主たる生計維持者の該当書類が必要です。 

 

 

Q1-7 申請を行わなければ減免されないのですか。さいたま市役所で減免の処理を行ってい

ただけませんか。 

（回答） 

 新型コロナウイルス感染症の影響は各世帯により異なっており、前年と比べて収入が下

がったことを確認する方法がありません。そのため、皆様に申請書類を作成していただく必

要があります。 

 

 

２．減免の要件について 

Q2-1 世帯の主たる生計維持者とは誰のことですか 。 

（回答） 

 原則は住民票上の世帯主（国民健康保険に加入していない世帯主を含む）です。ただし、

実態として、同一世帯の国民健康保険加入者のなかで、世帯主ではない他の方の収入によっ

て生計を維持している場合は、その方のお名前を収入見込額の申立書に記載してください。 

 

 

Q2-2 国民健康保険に加入している両親を、別世帯である私が仕送りをして生計を立ててい

ます。この度、私の収入の減少が見込まれますが、この場合でも両親にかかる国民健康保険

税の減免申請ができますか。 

（回答） 

 仕送りをする方の収入が減少したとしても、世帯の所得で判定するため、その方が別世帯

の場合は減免の申請はできません。 

 

 

Q2-3 国民健康保険に加入していない世帯主の収入が減少したことでも、本減免を申請でき



ますか。 

（回答） 

 国民健康保険の加入者ではない世帯主が、世帯の主たる生計維持者である場合、その方を

世帯の主たる生計維持者として減免判定いたしますので、申請できます。 

 

 

Q2-4 共働き世帯ですが、２人を世帯の主たる生計維持者とすることができますか。 

（回答） 

 できません。原則として世帯の主たる生計維持者は世帯主を指しますが、世帯主ではない

他の方の収入によって生計を維持している場合は、その方が世帯の主たる生計維持者とな

ります。 

 

 

Q2-5 新型コロナウイルス感染症の影響で、会社都合で退職した場合は対象となりますか。 

（回答） 

 世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響で会社都合により退職をし、

雇用保険から失業給付を受け、非自発的失業に係る軽減制度が適用される場合、減免の対象

とはなりません。別途、非自発的失業に係る軽減制度の適用の申請が必要です。また、Q2-

10 もあわせてご確認ください。 

 

 

Q2-6 転職を予定して令和３年１２月に自己都合で退職をしていたものの、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で再就職できなかった場合は対象となりますか。 

（回答） 

 失業した理由が新型コロナウイルス感染症の影響ではないため、失業による減免（100%

減免）の対象にはなりません。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて再就職が

見込めず、令和４年の収入の見込額が令和３年に比べ 30%以上減少する場合は、必要な要

件をすべて満たせば減免対象となる可能性があります。 

 

 

Q2-7 「重篤な傷病を負った」とはどのような状態ですか。 

（回答） 

 １カ月以上治療を有すると認められる場合など、新型コロナウイルス感染症の症状が重

い場合をいいます。より具体的には、人工呼吸器や人工肺とポンプを用いた体外循環回路

（いわゆる ECMO）などを用いた治療を受けた方などです。申請には医師による診断書の

写しが必要です。感染の疑いによる自宅待機や軽症等による自宅療養が通算して１か月以
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上であったとしてもこれには当たりません。 

 

 

Q2-8 収入減少が新型コロナウイルス感染症の影響であるかどうか、どう判断するのですか。 

（回答） 

 新型コロナウイルス感染症の影響とは、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の実施な

ど、感染拡大防止のための措置による社会・経済への影響を指します。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、コロナウイルス感染症の影響前の離転

職等が減収の主な原因など）を除き、新型コロナウイルス感染症の影響と判断します。 

 

 

Q2-9 既に他の減免（災害による減免や旧被扶養者減免など）を受けています。新型コロナ

ウイルス感染症の影響による減免の対象となりますか。 

（回答） 

 既に受けられている減免額と、本減免の申請によって算出される減免額とを比較し、減免

額が大きい方を適用しますので、減免の要件に該当される方は申請をお願いいたします。 

 

 

Q2-10 非自発的失業による軽減制度を利用しています。新型コロナウイルス感染症の影響に

よる減免の対象となりますか。 

（回答） 

 非自発的失業による軽減制度は給与収入のみが対象となっているため、その他の収入（事

業収入・不動産収入・山林収入）のいずれかの令和４年の収入が、令和３年に比べて 10 分

の 3 以上減少する見込みで、減免の要件に該当される方は減免の対象となります。 

 また、非自発的失業者の軽減は選択によって適用されるものではなく、軽減が優先されま

す。新型コロナウイルス感染症に係る減免額の方が大きいからという理由で本減免申請を

適用することはできません。減免額自体は少なかったとしても、非自発的失業者は雇用保険

による失業給付で補償される部分があります。 

 

 

Q2-11 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、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、全て

の収入を合計した場合には 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には

当てはまりませんか。 

（回答） 

 事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入のうち、どれか一つでも該
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当すれば要件に当てはまります。4 つの収入のうち、他の収入についても前年比 10 分の３

以上の減少見込みである場合、その収入についても合計して減免の判定を行います。 

 

 

Q2-12 対象となる世帯（１）で、「令和４年 4 月 1 日以降」としている理由はありますか。 

（回答） 

 世帯の主たる生計維持者が、令和４年 3 月 31 日までに死亡又は重篤な傷病を負った場合

は、令和３年度の保険税が減免対象となります。令和４年 3 月 31 日までに死亡された場合、

その方の令和４年度国民健康保険税は発生しません。ただし、重篤な傷病の療養期間が令和

４年４月 1 日以降を含む場合は、令和４年度の減免対象となります。 

 

 

Q2-13 「令和２年と令和３年」を比較した場合は収入が 10 分の３以上減少していますが、

「令和３年と令和４年」を比較すると、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が回復

せず、ほとんど変わりありません。「令和２年と令和４年」を比較して収入の減少率を算出し

てはいけないのですか。 

（回答） 

 令和４年度国民健康保険税は令和３年中の所得を元に課税額を決定しています。令和２

年と比較して令和３年の収入が減少した場合は、それに応じて課税額も減少しているため、

それ以上の減免はありません。計算の元となる令和３年と比較して収入が減少した場合の

み、本減免の対象となります。 

 

 

３．減免の判定基準となる収入及び所得について 

Q3-1 収入とは何ですか？ 

（回答） 

 給与収入の場合、総支給額のことで、税金や社会保険料などが引かれる前の金額のことで

す。また、事業収入の場合、売上のことをいい、保険金や損害賠償金などにより補てんされ

る金額があればそれを足した金額になります。国や都道府県から支給される各種給付金（休

業協力金、資金繰支援給付金、特別定額給付金や持続化給付金等）は収入に含みません。 



 

 

Q3-2 事業収入等とはどの収入のことですか。 

（回答） 

 給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入です。それ以外の収入（雑収入、株の取引に

よる収入、年金や譲渡収入等）の減少は、今回の減免の対象の収入ではありません。 

 

 

Q3-3 Q3-2 にある事業収入等は確定申告書のどこの部分ですか。 

（回答） 

 確定申告書 B で申告した方は、第一表の、収入金額欄ア営業等収入・イ農業収入・ウ不

動産収入・カ給与収入、第三表のニ山林収入の欄の金額をご記入ください。なお、所得金額

は、第一表の所得金額欄①営業等所得・②農業所得・③不動産所得・⑥給与所得、第三表の

73 山林所得を見てください。 

 確定申告書 A で申告した方は、第一表の、収入金額等欄のア給与収入の欄の金額をご記

入ください。なお、所得金額は、第一表の所得金額欄①給与所得の金額を見てください。 

 

 

Q3-4 令和４年の収入が「令和３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、令和４年の収入はどのように算出しますか。 

（回答） 

 申請者それぞれのご事情によるため決まった計算方法はありませんが、申請時までの確

定した収入と、申請以後の見込み収入を算出いただき、令和３年の収入と比較して 10 分の

3 以上減少しているかを計算してください。また、算定の基礎となる必要書類等は必ず提出

してください。 

例：令和４年 7 月に申請 

  令和４年 1 月から令和４年 6 月までの確定した売上 180 万円（6 か月間）の場合、令和

４年 7 月から令和４年 12 月までの 6 か月間も同様と見込むのであれば、令和４年の収入

見込額は 360 万円（180 万円×２）としてください。 

  また、その場合は令和４年 1 月から令和４年 6 月までの確定した売上の帳簿等、金額

がわかるものの写しを添付してください。 

 

 

Q3-5 令和４年の事業収入等の減少額を計算する際、国や自治体からの各種給付金も収入に

含めますか。 

（回答） 



 国や都道府県から支給される各種給付金（休業協力金、資金繰支援給付金、特別定額給付

金や持続化給付金等）は収入に含みません。また、雇用保険の失業給付を受給している場合

についても同様です。 

 

 

Q3-6 令和３年の所得金額とは、配偶者控除や社会保険料控除、医療費控除等の各種控除を

したあとの額になりますか。 

（回答） 

 配偶者控除や社会保険料控除、医療費控除等の各控除をする前の額となります。 

 

 

Q3-7 対象となる世帯の要件ウ・エに記載の令和３年の合計所得金額とは、事業所得・給与

所得・不動産所得・山林所得の 4 つの所得の合計額ですか。あるいはそれ以外の種類の所得

（年金や株、土地譲渡）を含めた合計ですか。 

（回答） 

 合計所得金額とは、税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から、

特別控除額（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換

え等）を引いた額となりますので、4 つの所得以外の所得も含まれます。 

 

 

Q3-8 原稿料、講演料などの事業による収入を「雑収入」として申告していますが、「事業収

入等」とみなすことはできますか。 

（回答） 

対象となるのは事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかであり、事業に

関わる内容であっても「雑収入」として申告している収入は減免の対象の収入ではありませ

ん。 

 

 

４．減免の対象となる国民健康保険税について 

Q4-1 「令和４年度国民健康保険税（令和３年度相当分）」と書かれた納税通知書が届きまし

た。納期限が令和４年４月以降のものとなっていますが、これについては減免の対象となり

ますか。 

（回答） 



 令和３年度にさかのぼって新たに資格を取得したこと等により、令和４年 6 月 30 日まで

の納期限のものであれば対象となります。また、減免の対象となる年度は令和３年度分であ

り、令和２年度分以前のものは、納期限が令和４年 6 月 30 日までであっても対象となりま

せん。 

 

 

Q4-2 さいたま市の国民健康保険に加入する手続きを令和４年 4 月に行い、令和３年のとあ

る月まで遡って加入しました。この場合、減免の対象になりますか。 

（回答） 

 令和３年度分の保険税については、令和４年４月１日から令和４年 6 月 30 日までの納期

限分が減免の対象になります（令和４年３月納期限分以前の保険税は対象になりません）。

ただし、本人の責めによらない事由により加入の届け出が遅れた場合はこの限りではあり

ません。 

 令和３年度分と令和４年度分が減免対象となり申請する方は、それぞれの年度で申請書・

添付書類を提出いただく必要がありますのでご注意ください。 

 

 

Q4-3 令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、減免を受けまし

た。令和４年度も減免対象になりますか。 

（回答） 

 令和３年度に減免を受けた方全員が減免対象になるわけではありません。令和３年度の

減免は令和３年の収入が令和２年と比べ 10 分の３以上減少した場合に実施しましたが、令

和４年度の減免は、令和４年の収入額が令和３年と比べ 10 分の３以上減少する見込みであ

るかで判定します。 

 

 

Q4-4 既に就職をして会社の健康保険組合に加入中ですが、国民健康保険に加入していた 4

月から 7 月の 3 か月分の国民健康保険税は、対象となる世帯（２）の 4 つの要件が該当すれ

ば減免できますか。 

（回答） 

 令和４年の収入額が令和３年と比べ 10 分の３以上減少する見込みで減免の諸要件に該当

すれば、すでに国民健康保険を脱退して国民健康保険税を納められていても、減免の申請を

受け付けています。ただし、申請期限は令和５年 3 月 31 日（消印有効）となっていますの

でご注意ください。 

 

 



Q4-5 減免が決定された後に、世帯主の変更が行われた場合や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） 

 世帯主の変更が行われた場合や年度途中でお子様が生まれた場合、ご家族が会社を退職

し社会保険の資格を喪失した場合など、世帯の国民健康保険の被保険者数が増加し、税額が

変更される際には、改めて申請をし直すことで減免額を再計算します。 

 世帯の一部の方が転出、死亡等された場合は、自動的に国民健康保険税は減額されますの

で申請は不要です。 

 

 

５．減免される金額の計算について 

Q5-1 私の前年所得が 300 万円以下で、今年は 10 分の 3 以上の収入の減少が見込まれます。

それでも 100%免除されないのはなぜですか。 

（回答） 

 単身世帯や、世帯主以外の被保険者に所得がない場合は 100%減免される可能性がありま

す。（例 1）しかし、主たる生計維持者（世帯主）以外の被保険者に所得があれば、下記の

計算式のとおり、世帯にかかる国民健康保険税すべてが減免とはなりません。（例 2） 

 

（例１）単身世帯 

世帯の主たる生計維持者：世帯主 

令和３年中の世帯の所得金額：（世帯主）給与所得 280 万円 

減少が見込まれる収入に係る所得：（世帯主）給与所得 280 万円 

(A）減免の対象となる国民健康保険税：33 万円 

  （B）世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和３年中の所得金額：280 万円 

  （C）世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和３年中の合計所得金額：280 万円 

1.(A)×(B)÷(C)＝ 330,000 円 × 2,800,000 円 ÷ 2,800,000 円 ＝ 330,000 円 

2.減免割合(D) ＝全部（主たる生計維持者の令和３年中の合計所得金額が 300 万円以下） 

3.減免額    ＝ 330,000 円 × 全部（10 割）＝ 330,000 円 

4.減免後保険税 ＝ 330,000 円 － 330,000 円 ＝ 0 円 

 

（例２）複数の所得がある世帯 

世帯の主たる生計維持者：世帯主 

令和３年中の世帯の所得金額：（世帯主）給与所得 280 万円 (配偶者)給与所得 70 万円 



減少が見込まれる収入に係る所得：（世帯主）給与所得 280 万円 

(A）減免の対象となる国民健康保険税：42 万円 

  （B）世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和３年中の所得金額：280 万円 

  （C）世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和３年中の合計所得金額：350 万円 

1.(A)×(B)÷(C) ＝ 420,000 円 × 2,800,000 円 ÷ 3,500,000 円 ＝ 336,000 円 

2.減免割合 (D)  ＝全部（主たる生計維持者の令和３年中の合計所得金額が 300 万円以下） 

3.減免額    ＝ 336,000 円 × 全部（10 割） ＝ 336,000 円 

4.減免後保険税 ＝ 420,000 円 － 336,000 円 ＝ 84,000 円 

 

 

Q5-2 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、マイナスの金額は

通算しますか。 

（回答） 

 （C）の算出の際、「前年の所得の合計額」がマイナスの被保険者がいる場合は、その方の

所得を０として計算します（マイナスの金額は通算しません）。世帯主の所得金額が 140 万

円、配偶者の所得金額がマイナス 50 万円であっても配偶者の所得金額を０として計算する

ため、世帯の合計所得金額は 140 万円となります。 

 

 

Q5-3 前年の所得金額が 0 円のため、(A)×(B)÷(C)の計算式にあてはめると減免対象となる

国民健康保険税額が 0 円となってしまいます。国民健康保険税の減免はできないのでしょう

か。 

（回答） 

 計算通りとなります。前年の所得金額が０円の場合、計算式にあてはめると減免額が 0 円

となるため、減免の対象外となります。 

 

 

６．減免が承認されるまで 

Q6-1 申請したら、どのくらいで減免が決定されますか。 

（回答） 

 この度の減免申請は多数の申請が見込まれ、審査・決定までに 3 か月以上を要する場合

があります。なお、申請書類に不備があると更に時間がかかる可能性があります。また、審

査の結果、減免の対象外となった場合は不承認の通知書をお送りします。 



 

 

Q6-2 減免が決定されるまでのあいだ、国民健康保険税は納付したほうがよいですか。 

（回答） 

 大変申し訳ございませんが、決定するまでの間は、納期限どおりの納付をお願いします

（お支払い方法が口座振替の場合、減免が承認されるまでの間は、減免前の金額が口座引落

しされます）。 

 減免が決定されるまでに納期限が到来した国民健康保険税が未納となる場合は督促状を

お送りします。納期限内にご納付が難しい場合は徴収の猶予を受けられる制度もあります

ので、北部・南部市税事務所の納税課へ別途相談をお願いいたします。 

 

 

Q6-3 減免が決定されるまでのあいだ、納期限どおり納付しました。減免の申請が承認され

全額免除となりましたが、納付した国民健康保険税は還付されますか。 

（回答） 

 還付いたします。ただし、滞納している国民健康保険税や市税がある場合は還付せずに充

当します。 

 

 

Q6-4 さいたま市に引っ越してきました。以前の居住地で国民健康保険税の減免の承認を得

ていましたが、再度申請が必要ですか。 

（回答） 

 必要です。国民健康保険制度は各自治体で異なりますので、大変お手数ですがさいたま市

への申請をお願いいたします。なお、前住所地で減免が承認されていても、さいたま市で必

ずしも減免が承認されるとは限りません。 

 

 

Q6-5 減免不決定（却下）の場合はどうなりますか。 

（回答） 

減免不決定の場合は、不承認の通知書をお送りします。なお、却下の理由としては下記の

ものが想定されます。 

・収入は前年比 10 分の３以上減少しているが、前年所得が０円だった場合 

（減免額は保険税額×前年所得／世帯合計所得で算出しており、前年所得が０円の場合は、

計算上減免額も０円になるため。Q5-3 参照。） 

・世帯内の被保険者ごとに減免申請を行っている場合 

・提出書類を確認した結果、10 分の３以上の収入減少が確認できなかった場合 

https://www.city.saitama.jp/001/004/003/p071146.html


・世帯員を主たる生計維持者として申請を行ったが、実際には世帯主の所得の方が多かった

場合 

・申請書や添付資料に不備があり、市からの修正依頼に応じない場合、または一向に連絡が

つかない場合 

・収入減少の見込みに整合性・合理性がない場合 

・令和３年度国民健康保険税の減免申請を受け付けたが、令和４年３月 31 日以前に納期限

が設定されているものだった場合 


