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 1. 保険料の仕組みと試算について              
    

1. 応能割と応益割の仕組み  

 

保険料は、応能割と応益割で構成されています。 

 

 

 ＝ 所得割    （保険料負担能力に応じて課税される） 

 

 応益割  ＝ 均等割、平等割（受益に応じて等しく課税される） 

 

 

 市町村は税率を設定する際、なるべく被保険者に不公平感がないように「応能割」と「応

益割」の割合を考える必要があります。都道府県単位化前は、地方税法で、応能・応益の標

準割合は５０：５０に規定されていました。（ただし市町村の実情に応じて任意の設定も可）。 

 

[都道府県単位化前] 

 

 この割合の設定は、賦課総額（田川市全体の課税額）で設定します。所得に応じて軽減さ

れる税額（均等割軽減額＋平等割軽減額）も含めて設定します。なお、市町村は、全体の所

得状況や世帯状況などを考慮して、この割合を任意に設定することも可能でした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割合変更可

所得割 均等割 平等割

田川市全体の課税額

50% ： 50%

（均等割軽減） （平等割軽減）

応能割 

応益割 
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[都道府県単位化後の仕組み] 

  

 従前の標準割合（50：50）は、都道府県単位化に伴い廃止となりました。都道府県単位化

後は、次のような仕組みとなっています。 

 

⑴ 福岡県は、国のガイドライン（助言）に従い、県全体の納付金総額を算定する際に、そ

の総額に占める応能・応益割合を算定している。 

⑵ ガイドラインでは、当該都道府県の平均所得が全国より高い場合は、応能割を 50より多

い割合とし、平均より低い場合には少ない割合とすることが示されている（福岡県は平均

より低いので、応能割を 50より少ない割合にしている）。 

⑶ 県は、⑵で県全体の割合を決めた後、市町村に納付金を振り分ける。その際に提示する

標準保険料率は、当該市町村の所得水準に応じて、 応能・応益に振り分けられている 。 

⑷ 市町村は、県の標準保険料率を参考にして税率を設定する（ただし、実情に応じて割合

を任意に設定できる点は以前と同じ）。 

 

 

 

2. 税軽減と補てんの仕組み 

 

保険料は、所得に応じて軽減されます。ただし、軽減されるのは「均等割」と「平等割」

です。軽減世帯であっても所得割は軽減されません。軽減した額は、税収として入ってきま

せんが、一般会計からの繰入金で補てんされます。この補てんの仕組みは法令で定められて

いるものです。県が３/４、市が１/４を財政負担します。 

 

[２割軽減世帯の課税の例] 

 

 
 

 

 

 

 課税所得…100万、所得割…10％、均等割…３万円、平等割…２万円 　と仮定

16,000円

（県３/４、市１/３負担）。

（軽減4,000円）

平等割

所得割 100,000円 24,000円

均等割

（軽減 6,000円）

　所得割は軽減されません。 軽減分１万円は一般会計繰入金で補てん
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3. 応能課税、応益課税のメリット、デメリット 

 

税率の改正により、収入を 1 人当り 1,000 円増やそうとします。これを「応能割」で課税

する場合と「応益割」で課税する場合、それぞれのメリット・デメリット¹ は以下のとおり

です。 

 

  所得割率を上げる（被保険者数×1,000 円を確保できる率に引き上げ）  

 

[ メリット ] 所得割がかかっていない人は、負担が増えない（低所得世帯に配慮）。 

[デメリット] 1,000円全額を被保険者が直接負担することになる。 

 

  均等割 1,000 円を上げる  

 

[ メリット ]  1,000円全額を被保険者に負担してもらわなくてよい。  

        ※ 1,000 円のうち軽減分は繰入金による補てんがある。 

[デメリット]  低所得世帯も負担増となる 

 

応能での課税は、低所得者に配慮が働くとともに、より所得の高い人から多くの保険料を

集めることができます。一方、応益での課税は、低所得世帯も負担増となりますが、被保険

者全体で負担する税の総額は少なくなります。また、軽減制度により、所得に応じた負担軽

減が、ある程度働く仕組みになっています。（均等割 1,000 円増 → ７割軽減世帯なら 300 円

負担、５割軽減世帯なら 500円負担、２割軽減世帯なら 800円負担） 

 

※1「メリット」「デメリット」は、両者の比較による見方であり、課税そのものの問題の有無を示し

ている訳ではありません。 

 

4. 田川市の課税状況（応能：応益の割合） 

 

当運営協議会（前委員）においては、平成２８年度の税率改正検討の際、応能：応益の割

合も検討しています。最終的に、応能：応益＝50：50 にするか、応能：応益＝40：60にする

かを比較検討し、結果、応能：応益＝40：60を採用しています。 

 

 

課税状況の推移（応能：応益）

改正前（平成２７年度）　 改正後（平成２８年度）　 現況（令和元年度）　

応能 応益 応能 応益 応能 応益

医療 48.34 51.66 医療 39.35 60.65 医療 41.37 58.63

支援 51.33 48.67 支援 36.72 63.28 支援 38.69 61.31

介護 53.14 46.86 介護 37.35 62.65 介護 40.12 59.88

※3月末現在 ※3月末現在 ※12月末現在

応能割増 

応益割増 
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[ 参考データ ] 

 

[Date1] 平成２８年度と令和元年度の軽減世帯数の比較 

 

【補足】７割軽減が４割を占めていますが、税率改正時の分布から大きな変化はありません。 

 

[Date2] 軽減世帯と所得割の課税状況 

 

【補足】所得割は７割軽減世帯の一部まで課税されています。応能割を増やした場合、７割

軽減世帯への影響は５％程度ですが、５割、２割軽減世帯は８割以上が影響を受けます。 

 

[Date3] 均等割 1,000 円を上げた場合の影響と、同額を所得割増で確保する場合の影響 

 

（ア） 均等割を 1,000円増額した場合 

 

（イ） 所得割増率で同額を確保する場合（所得割率 ＋0.31％） 

 

【補足】（ア）の増額合計 6,085,600 円と（イ）の増額合計 10,050,200 円の差額は、税の軽

減分に該当します。この差額は繰入金で補填されます。課税額に約 400 万円の差があります

が、結果的に収入額は同じになります。 

※１１月１日時点

世帯数 （割合） 世帯数 （割合） 世帯数 （割合） 世帯数 （割合）

Ｈ２８　（改正年度） 3,596 (43.6%) 1,478 (17.9%) 867 (10.5%) 2,312 (28.0%) 8,253

Ｒ０１　（現況） 3,205 (42.5%) 1,375 (18.2%) 759 (10.1%) 2,197 (29.2%) 7,536

　　　　　　　区分
　年度

全世帯数
７割軽減 一般２割５割

（ 医療分＋支援分 ） 

　　　　　　　　　　　　　　　軽減区分
　　世帯情報

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 一般世帯 合計

世帯数　(A) 3,205世帯 1,375世帯 759世帯 2,197世帯 7,536世帯

（A）うち所得割課税世帯 　(B) 176世帯 1,102世帯 649世帯 1,815世帯 3,742世帯

所得割課税世帯の割合  (B)/(A) 5.5% 80.1% 85.5% 82.6% 49.7%

（B）の１世帯あたり所得割額（平均） 21,435円 35,823円 82,916円 183,159円 114,777円

　　　　　　　　　　　　　　　軽減区分
　　世帯情報

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 一般世帯 合計

世帯数 …(A) 3,205世帯 1,375世帯 759世帯 2,197世帯 7,536世帯

（A）のうち増額となる世帯数 …（B) 3,037世帯 1,353世帯 745世帯 2,104世帯 7,239世帯

（B）に対する増額の合計 1,165,700円 1,216,300円 995,000円 2,708,600円 6,085,600円

（B）の１世帯あたり増額 （平均） 384円 899円 1,336円 1,287円 841円

　　　　　　　　　　　　　　　軽減区分
　　世帯情報

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 一般世帯 合計

世帯数 …(A) 3,205世帯 1,375世帯 759世帯 2,197世帯 7,536世帯

（A）のうち増額となる世帯数 …（B) 147世帯 1,049世帯 633世帯 1,738世帯 3,567世帯

（B）に対する増額の合計 85,800円 983,100円 1,321,300円 7,660,000円 10,050,200円

（B）の１世帯あたり増額 （平均） 584円 937円 2,087円 4,407円 2,818円
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5. 応能：応益の割合の変更による試算 

 

 現行税率 [応能：応益＝40：60]から、応能を増やした場合の試算です。 

 

 

 

 

[試算 1]  [応能：応益＝45：55] 

 

 

 

【　基本情報　】

　　　　　　　　　　　　　軽減区分
世帯情報

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 一般世帯 合計

全世帯数 …(医療・支援) 3,205世帯 1,375世帯 759世帯 2,197世帯 7,536世帯

全世帯数 …(介護) 1,188世帯 568世帯 295世帯 975世帯 3,026世帯

【　現行税率　】

現行税率 所得割 均等割 平等割

医療分 6.63% 20,915円 17,882円

支援分 4.97% 15,674円 14,568円

介護分 3.67% 13,401円 8,856円 160,000円

190,000円

610,000円

限度額

医療分　 【　所得割 ＋0.64％、均等割　▲1,345円、平等割　▲1,092円　】

　　　　　　　　　　　　　　　軽減区分
　　世帯情報

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 一般世帯 合計

増額となる世帯数 　…（A） 36世帯 494世帯 559世帯 1,655世帯 2,744世帯

（A）の１世帯あたり増額 （平均） 2,694円 1,167円 1,956円 6,714円 4,693円

減額となる世帯数 　…（B） 3,062世帯 804世帯 174世帯 448世帯 4,488世帯

（B）の１世帯あたり減額 （平均） ▲ 779円 ▲ 1,058円 ▲ 1,699円 ▲ 2,102円 ▲ 997円

支援分　 【　所得割 ＋1.01％、均等割　▲1,664円、平等割　▲1,371円　】

　　　　　　　　　　　　　　　軽減区分
　　世帯情報

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 一般世帯 合計

増額となる世帯数 　…（A） 55世帯 644世帯 589世帯 1,486世帯 2,774世帯

（A）の１世帯あたり増額 （平均） 2,518円 1,962円 3,701円 7,975円 5,564円

減額となる世帯数 　…（B） 3,082世帯 680世帯 151世帯 426世帯 4,339世帯

（B）の１世帯あたり減額 （平均） ▲ 959円 ▲ 1,323円 ▲ 2,213円 ▲ 2,667円 ▲ 1,227円

介護分　 【　所得割 ＋0.57％、均等割　▲1,238円、平等割　▲756円　】

　　　　　　　　　　　　　　　軽減区分
　　世帯情報

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 一般世帯 合計

増額となる世帯数 　…（A） 8世帯 183世帯 163世帯 599世帯 953世帯

（A）の１世帯あたり増額 （平均） 4,563円 1,265円 1,864円 4,794円 3,614円

減額となる世帯数 　…（B） 1,144世帯 354世帯 113世帯 272世帯 1,883世帯

（B）の１世帯あたり減額 （平均） ▲ 570円 ▲ 760円 ▲ 1,397円 ▲ 1,844円 ▲ 839円
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[ 試算に関する補足説明 ] 

 

※ ７割軽減世帯の増額（平均）が高い理由 

軽減区分が確定した世帯に、後から所得がある者が加入しても、軽減区分は変更されな

い（７割軽減世帯に高所得者が転入してきても、７割軽減は適用されたまま）。７割軽減の

対象データ（他の区分より対象世帯が少ない中）に、このケースが含まれているため平均

値を引き上げているが、実質的には５割軽減より増額平均は低いと理解してよい。なお、

影響世帯数は、７割軽減世帯の１％前後であり、影響そのものがほとんどないと考えてよ

い。 

 

 

 

 

[試算 2]  [応能：応益＝50：50] 

 

 

医療分　 【　所得割 ＋1.50％、均等割　▲3,095円、平等割　▲2,642円　】

　　　　　　　　　　　　　　　軽減区分
　　世帯情報

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 一般世帯 合計

増額となる世帯数 　…（A） 40世帯 513世帯 560世帯 1,657世帯 2,770世帯

（A）の１世帯あたり増額 （平均） 5,690円 2,659円 4,594円 15,431円 10,734円

減額となる世帯数 　…（B） 3,103世帯 820世帯 180世帯 448世帯 4,551世帯

（B）の１世帯あたり減額 （平均） ▲ 1,814円 ▲ 2,400円 ▲ 3,834円 ▲ 4,958円 ▲ 2,309円

支援分　 【　所得割 ＋1.83％、均等割　▲2,924円、平等割　▲2,481円　】

　　　　　　　　　　　　　　　軽減区分
　　世帯情報

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 一般世帯 合計

増額となる世帯数 　…（A） 57世帯 668世帯 592世帯 1,493世帯 2,810世帯

（A）の１世帯あたり増額 （平均） 4,137円 3,506円 6,764円 13,885円 9,720円

減額となる世帯数 　…（B） 3,086世帯 677世帯 149世帯 423世帯 4,335世帯

（B）の１世帯あたり減額 （平均） ▲ 1,713円 ▲ 2,343円 ▲ 4,000円 ▲ 4,803円 ▲ 2,192円

介護分　 【　所得割 ＋1.16％、均等割　▲2,458円、平等割　▲1,486円　】

　　　　　　　　　　　　　　　軽減区分
　　世帯情報

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 一般世帯 合計

増額となる世帯数 　…（A） 8世帯 195世帯 174世帯 602世帯 979世帯

（A）の１世帯あたり増額 （平均） 7,988円 2,474円 3,654円 9,281円 6,915円

減額となる世帯数 　…（B） 1,161世帯 355世帯 113世帯 271世帯 1,900世帯

（B）の１世帯あたり減額 （平均） ▲ 1,132円 ▲ 1,491円 ▲ 2,782円 ▲ 3,679円 ▲ 1,660円
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 ２. 保健事業の取組み              
   

 医療費適正化を進めるために、現在、国民健康保険特別会計予算で取り組んでいる主な事

業は以下のとおりです。 

 

 

実績・効果

⑴ 特定健診事業 ◆ 個別健診（委託） [受診率]

H26　28.1％

[予算額]　35,436千円 H27　29.7％

[目的]　 H28　32.6％

H29　30.9％

◆ 集団健診（委託） H30　34.3％

◆ 未受診者勧奨（委託）

⑵ 特定保健指導事業 ◆ 医療機関委託 [実施率]

H26　32.0％

[予算額]　3,605千円 H27　35.7％

[目的]　 H28　21.2％

H29　37.8％

◆ 保健センター実施 H30　38.1％

⑶ レセプト点検 ◆ レセプト点検業務委託 [点検効果額]　

　 ▼資格点検 ▼内容点検

[予算額]　9,156千円 H26 18,488千円  27,088千円

[目的]　 H27 10,806千円  20,067千円

H28  9,872千円  16,243千円

H29  8,333千円  14,413千円

H30  7,533千円  11,387千円

福岡県医師会に委託し、県
内の１６７０の指定医療機
関で受診が可能

民間事業者に委託し、保健
センター等会場で年24回実
施。がん検診、ヤング健診
（18歳～39歳）を同日実施
している

未経験者層・長期未受診者
層の受診率が向上している
等の効果がある。

未受診、隔年受診者の傾向
を分析し、未経験者層・長
期未受診者層をターゲット
にして勧奨通知（年３回）

事業名 事業内容

国保被保険者（40歳以上）
を対象に生活習慣病予防を
目的にした健診を行い、病
気の早期発見・早期治療に
より将来の重症化を予防す
る

センターの保健師に加え、
集団健診委託業者から保健
師派遣を受けて実施

点検員がレセプトを点検し
て、被保険者の資格誤りや
医療費の請求内容の誤りが
あれば返戻し、正しい請求
を行わせる

医療機関の医療費請求が正
しく行われているかを点検
し、医療費適正化につなげ
る

特定健診結果から生活習慣
の改善指導が必要な者に保
健指導を行う

特定健診実施医療機関で、
保健指導の対応が可能な医
療機関に委託
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実績・効果

⑷ 訪問指導事業 ◆ 特定健診未受診者訪問

[予算額]　10,920千円

[目的]　 ◆ 重複服薬者の指導

◆ 重複・多受診者の指導

⑸ 医療費通知 ◆ 医療費通知

[予算額]　2,731千円

[目的]　

⑹ ジェネリック差額通知 ◆ ジェネリック差額通知 [削減効果額] 

H26　 63,014,439円

[予算額]　198千円 H27　 82,105,081円

[目的]　 H28　 98,542,198円

H29　123,818,999円

H30　132,557,608円

※計算方法（例）

(a)使用後発医薬品額 3千円

(b)先発医薬品置換額 5千円

(b)-(a)＝削減効果額 2千円　

⑺ 優良家庭表彰 ◆ 優良家庭表彰 [対象世帯]

H26　　419世帯

[予算額]　2,237千円 H27　　448世帯

[目的]　 H28　　442世帯

H29　　394世帯

H30　　426世帯

１年間以上無受診で保険税
を完納している世帯に記念
品（商品券）を贈呈する

健康管理意欲と納税意識の
向上を図る

国保加入世帯に、加入者の
医療費がいくかかかったか
を通知する。年６回圧着ハ
ガキを郵送かかっている医療費を認識

もらい適正受診を促進す
る。

ジェネリック医薬品の普及
促進を図り医療費適正化を
図る

後発医薬品の使用に切替え
た場合に一定額以上安くな
る者をレセプトデータから
抽出し、毎月上位150人に
勧奨通知を送付

事業名 事業内容

医療費を本人に確認しても
らう目的もあるが、医療機
関の不正請求を抑止する効
果もある

健診の意義や重要性を直接
訴えることができ、受診意
向も確認できる。

面談による服薬指導や受診
指導は、対象者の意識の改
善に繋がる。それぞれ年60
件程度訪問

指導員が被保険者を訪問面
談し、重症化予防や適切な
受診行動を促し、医療費の
適正化につなげる

過去一度も訪問していない
人を訪問して受診勧奨する

レセプトデータから対象者
を抽出して訪問指導



田川市国民健康保険運営協議会資料

令和２年度納付分

国民健康保険事業費納付金、標準保険料率　算定結果資料

（本算定情報）

（別冊資料）

令和 ２ 年 １ 月 ３０ 日



1 　市町村名 田川市

2 　国民健康保険事業納付金　

一般納付金　（医療納付金） 円 ＋ 円

後期高齢者支援金等納付金 円 － 円

介護納付金納付金 円 － 円

合計 円 － 円

3 　市町村標準保険料率　（市町村算定方式）　

医療分 ％ 円 円

後期高齢者支援金分 ％ 円 円

介護納付金分 ％ 円 円

※田川市の課税方式、賦課状況等に合わせて設定された標準保険料率

4 　標準的な収納率 ％

6,203

951,484,609

令和２年度納付分　　国民健康保険事業費納付金、標準保険料率　算定結果（本算定）

平等割額（円）

23,163

7,039

85,943,000

249,955,162

1,287,382,771

区　　分 納付金額 （仮算定からの増減）

1,838,396

8,132,153

4,961,167

11,254,924

92.30

区分 所得割（％） 均等割（円）

8.39 27,564

2.55 8,375

2.44 10,324
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[ 田川市納付金総額の推移 ] （単位：円）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 前年度比
（確定） （確定） （確定） 増減額

一般医療分 954,139,449 1,018,027,648 951,484,609 ▲ 66,543,039

退職医療分 1,453,138 893,213 ▲ 893,213

一般支援金分 232,033,146 269,746,982 249,955,162 ▲ 19,791,820

退職支援金分 454,496 209,877 ▲ 209,877

一般介護分 68,058,622 85,451,118 85,943,000 491,882

退職介護分 0 0 0 0

1,256,138,851 1,374,328,838 1,287,382,771 ▲ 86,946,067

[ 田川市納付金のひとりあたり納付額の推移 ] （単位：円）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 前年度比
（確定） （確定） （確定） 増減額

1人あたり 確定額 115,696 133,530 126,226 ▲ 7,304

納付額 （激変緩和前） (115,926) (127,384) (126,226) (▲ 1,158)

 　 納付額が本来の額より引上げられていた。

[激変緩和措置に関する補足]

　福岡県は、平成３０年度と令和元年度の２カ年について、納付金が一定割合（平成２８年度負担

水準）を超える市町村に対して、県繰入金等を活用して負担を抑制する激変緩和措置を採用して

いた。（ 「一定割合＝0％」とする激変緩和措置。令和元年度は５１団体が対象。田川市は対象外）
　

　令和２年度から令和５年度までの激変緩和措置は、この一定割合を引き上げていき、激変緩和

の対象団体を徐々に減らしていく方針（「一定割合＝自然増＋α」とする激変緩和措置。令和２

年度は２６団体が対象予定。田川市は対象外）

※ 令和元年度は、他市町村に対する激変緩和措置の財源が不足したことが原因で、田川市の

田
川
市
納
付
金

　　　　　　　　　　　　　　年度

　　区分

　　　　　　　　　　　　　　年度

　　区分

合計

※納付金算定時は退職分は算定されない。納付金確定時に追加される。

※ 

※ 

※ 
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円 円 円 ％ 円

÷ ＝

円 円 ％ 円

＝

＝ ÷

円 円 ％ 円

＝ ÷ ＝

円 円

1,287,382,771 996,542,364

《含まれる主な内容》 《含まれる主な内容》

出産育児一時金、葬祭費 保険者支援制度

審査支払手数料 出産育児一時金繰入金

保健事業、医療費適正化 財政安定化支援事業

直診繰出金、特定健診等 特定健診等負担金

計

→

→

→ 平等割 21% 世帯数

介
護
分

－

公費等
出産育児一時
金、葬祭費、
保健事業費等

納付金額

38% 所得額

÷

37% 所得額

85,943,000 74,652,10117,039,111 92.30

均等割

10,324円

所得割

平等割 22% 世帯数 7,039円

支
援
分

－ ÷

＝

→

→

→
平等割 21%

均等割 39% 被保数 27,564円

所得割 40% 所得額

951,484,609

206,911,53792.3058,975,813249,955,162 41%

世帯数

　国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率　県算定結果（本算定）

医
療
分

＋ － ÷ 714,978,72692.30

8.39％

23,163円

403,528,382111,969,137

標準
保険料率

課税
対象

賦課割合
保険料

賦課総額
標準的
収納率

→

→

→

本市の所得総額、被保険者数、
世帯数の見込（県が推計）

本市の標準的
な保険料率
（県が算定）

… … … … … ……

本市が納める納付
金額。市の所得金
額、被保険者数、世
帯数等で決定（県に
占める市の割合等
で按分）

納付金算定の対象
外であるが、保険税
で負担しなければな
らない費用

市町村の事情・取
組に応じて交付され
る公費等

市町村の規
模と現状に応
じた収納率
（県が設定）

本市が賦課する必
要がある保険料総
額（県が算定）

所得割

被保数

2.44％

8,375円

6,203円

2.55％

均等割 41% 被保数

（説明） 
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県の算定情報 実際の課税データを使った試算

標準保険料率

所得割 8.39% 6.63%

均等割 27,564円 20,915円

平等割 23,163円 17,882円

所得割 2.55% 4.97%

均等割 8,375円 15,674円

平等割 7,039円 13,401円

所得割 2.44% 3.67%

均等割 10,324円 14,568円

平等割 6,203円 8,856円

714,978,726円

206,911,537円

74,652,101円

(b) - (a) = ▲ 237,434円 (c) - (a) = 53,935,105円

被保険者数 10,199人

世帯数 6,479世帯

被保険者数 2,948人

世帯数 2,567世帯

[ 実際の課税データを使った試算について　] 

今年度の実際の課税データを基に、市が独自に推計した令和２年度の被保険者数、世帯数に合わせた

課税データを作成し、標準保険料率と市の現行税率をそれぞれ適用して試算したものです。

[ 試算表に関する補足　] 

(a) …　来年度、単年度収支の均衡を保つために必要な課税総額 （県の推計）

(ｂ) …　来年度の課税データ（予想）に標準保険料率を適用して算出した課税総額 （市の推計）

(ｃ) …　来年度の課税データ（予想）に市の現行税率を適用して算出した課税総額 （市の推計）

(ｳ) 介護分賦課額

(ｲ) 支援分賦課額

(ｱ) 医療分賦課額

(ｱ) + (ｲ) + (ｳ)
合　計

賦
課
総
額

(b)  996,304,930円 (c)  1,050,477,469円
(a)  996,542,364円

県標準保険料率と田川市の現行税率よる課税額試算

介護

10,068人

2,564世帯

2,947人

6,635世帯

算定区分

税
率

基
礎
情
報

医療
支援

介護

支援

医療

214,308,032円

705,524,661円

標準保険料率 現行税率

76,472,237円 107,766,332円

392,991,237円

549,719,900円

同左
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