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議案第１５号 田川市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

田川市国民健康保険被保険者の税負担の緩和を図るため、保険税率等について所要の

改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

あ⑴ 国民健康保険税の後期高齢者支援金等分及び介護納付金分について、税率を改定す

る。 

あ⑵ 上記税率の改定に伴い、保険税軽減制度の減額に係る金額を改定する。 

あ⑶ 施行期日は、令和３年４月１日とする。 

 

３ 改正による影響及び効果 

この改正により、令和３年度以降の国民健康保険税額が減税となり、加入者の税負担

が緩和されるとともに、国民健康保険財政の収支バランスの是正が図られる。 

 

４ 税率改正に関する参考資料（別紙１） 

 

５ 新旧対照表（別紙２） 
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（別紙１） 

税率改正に関する参考資料 

 

１. 改正税率と現行税率の比較表 

  令和３年度の税率を次のとおりとする（［Ｂ］が令和３年度税率） 

  

［補足］ 

１⑴ 上表は、令和３年度から２カ年に渡る段階的引き下げを想定した１年目の改正税率 

※１年で賦課総額を２千万円引き下げる設定。支援分、介護分を１千万ずつ円引下げる。   

２年目も同程度の引き下げを行い、２カ年合計で４千万円の引き下げを想定。 

２⑵ ２年目（令和４年度）の引き下げは、コロナ禍の影響を見極めて、改めて判断する。 

 

２. 国保世帯への影響 

  

  

［補足］ 

１⑴ 今回の改正による課税額の減額幅は全体の２％（２年連続引き下げなら合計４％） 

２⑵ 全体で２％減であるため、世帯への影響も平均で２％減（２年合計で４％減） 

 

 

 

所得割 0
均等割 0
平等割 0
所得割 △ 0.23%
均等割 △ 474円
平等割 △ 1円
所得割 △ 0.5%
均等割 △ 1,488円
平等割 △ 456円

※「医療」…医療分(基礎分)、「支援」…後期高齢者支援金等分、「介護」…介護納付金分

　 　　 　　　税率
税区分※

現行税率
［A］

令和３年度税率
［B］

差引
[B]－[A]

医
療

6.63% 6.63%
20,915円 20,915円
17,882円 17,882円

介
護

3.67% 3.17%
14,568円 13,080円
8,856円 8,400円

支
援

4.97% 4.74%
15,674円 15,200円
13,401円 13,400円

基礎情報 （令和３年度の課税データ推計値）

７割軽減世帯 ５割軽減世帯 ２割軽減世帯 一般世帯 合計

2,883世帯 1,312世帯 717世帯 2,071世帯 6,983世帯

3,834人 2,441人 1,266人 2,957人 10,498人

課税世帯データ数

被保険者データ数

保険税減額の平均値

７割軽減世帯 ５割軽減世帯 ２割軽減世帯 一般世帯 合計

△ 443円 △ 1,679円 △ 3,306円 △ 4,851円 △ 2,277円

△ 333円 △ 903円 △ 1,872円 △ 3,397円 △ 1,514円

一世帯あたり平均

一人あたり平均
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３. 保険税の減税による影響 （モデル世帯による試算） 

 

一般世帯 （軽減なし世帯）         ※モデル所得は各世帯区分の平均値 

 

世帯構成　 父、母、子ども２人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

※ 支援分、介護分は限度額超過

※ 支援分は改正後も限度額超過のため下がらない

［世帯構成］ 父、母、子ども１人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

※ 支援分は限度額超過

※ 支援分は改正後も額超過のため下がらない

世帯構成　 夫婦２人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

世帯構成　 単身世帯

※うち40歳～64歳１名（介護分あり）

［モデル所得］

［モデル所得］

［モデル所得］

［モデル所得］

0円 ▲ 2,700 ▲ 6,800 ▲ 9,500

74,500円 52,200円 229,800円103,100円 77,200円 59,000円 239,300円 103,100円

改正前 改正後

医療 支援 介護 合計 医療 支援 介護 合計

１人世帯モデル

1,400,000円

0円 ▲ 5,200 ▲ 12,800 ▲ 18,000

132,900円 94,100円 411,300円184,300円 138,100円 106,900円 429,300円 184,300円

改正前 改正後

医療 支援 介護 合計 医療 支援 介護 合計

2,310,000円

２人世帯モデル

0円 △ 0 ▲ 18,900 ▲ 18,900

支援 介護 合計

284,800円 190,000円 151,000円 625,800円 284,800円 190,000円 132,100円 606,900円

医療 支援 介護 合計 医療

３人世帯モデル

3,510,000円

改正前 改正後

350,800円 190,000円 170,000円 710,800円

改正前

医療 支援 介護

△ 0 ▲ 16,300 ▲ 16,300

合計

改正後

医療 支援 介護 合計

4,190,000円

350,800円 190,000円 153,700円 694,500円

0円

４人世帯モデル
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（参考） 保険税軽減影響額試算 （モデル世帯による試算） 

 

２割軽減世帯                 ※モデル所得は各世帯区分の平均値 

 

世帯構成　 父、母、子ども２人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

［世帯構成］ 父、母、子ども１人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

※ 支援分は限度額超過

世帯構成　 夫婦２人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

世帯構成　 単身世帯

※うち40歳～64歳１名（介護分あり）

0円 ▲ 900 ▲ 2,800 ▲ 3,700

25,400円 108,800円48,200円 36,100円 28,200円 112,500円 48,200円 35,200円

介護 合計医療 支援 介護 合計 医療 支援

改正前 改正後

１人世帯モデル

［モデル所得］ 690,000円

0円 ▲ 2,300 ▲ 6,200 ▲ 8,500

49,800円 212,100円94,100円 70,500円 56,000円 220,600円 94,100円 68,200円

介護 合計医療 支援 介護 合計 医療 支援

改正前 改正後

２人世帯モデル

［モデル所得］ 1,130,000円

0円 ▲ 3,400 ▲ 7,600 ▲ 11,000

58,700円 281,700円129,400円 97,000円 66,300円 292,700円 129,400円 93,600円

介護 合計医療 支援 介護 合計 医療 支援

改正前 改正後

［モデル所得］ 1,410,000円

３人世帯モデル

0円 ▲ 4,100 ▲ 8,400 ▲ 12,500

112,900円 63,400円 332,400円156,100円 117,000円 71,800円 344,900円 156,100円

合計

改正前 改正後

医療 支援 介護 合計 医療 支援 介護

４人世帯モデル

［モデル所得］ 1,560,000円
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（参考） 保険税軽減影響額試算 （モデル世帯による試算） 

 

５割軽減世帯  

 

世帯構成　 父、母、子ども２人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

［世帯構成］ 父、母、子ども１人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

※ 支援分は限度額超過

世帯構成　 夫婦２人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

世帯構成　 単身世帯

※うち40歳～64歳１名（介護分あり）

0円 ▲ 400 ▲ 1,100 ▲ 1,500

12,000円 50,100円22,000円 16,500円 13,100円 51,600円 22,000円 16,100円

介護 合計医療 支援 介護 合計 医療 支援

改正前 改正後

１人世帯モデル

［モデル所得］ 470,000円

0円 ▲ 1,000 ▲ 2,800 ▲ 3,800

23,900円 99,400円43,700円 32,800円 26,700円 103,200円 43,700円 31,800円

介護 合計医療 支援 介護 合計 医療 支援

改正前 改正後

２人世帯モデル

［モデル所得］ 640,000円

0円 ▲ 1,300 ▲ 3,000 ▲ 4,300

25,500円 124,800円57,500円 43,100円 28,500円 129,100円 57,500円 41,800円

介護 合計医療 支援 介護 合計 医療 支援

改正前 改正後

［モデル所得］ 690,000円

３人世帯モデル

0円 ▲ 1,800 ▲ 3,600 ▲ 5,400

55,100円 29,300円 160,300円75,900円 56,900円 32,900円 165,700円 75,900円

合計

改正前 改正後

医療 支援 介護 合計 医療 支援 介護

４人世帯モデル

［モデル所得］ 810,000円



6 

 

 

参考） 保険税軽減影響額試算 （モデル世帯による試算） 

７割軽減世帯  

 

世帯構成　 父、母、子ども２人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

［世帯構成］ 父、母、子ども１人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

世帯構成　 夫婦２人

※うち40歳～64歳２名（介護分あり）

世帯構成　 単身世帯

※うち40歳～64歳１名（介護分あり）

0円 ▲ 200 ▲ 600 ▲ 800

6,400円 26,500円11,600円 8,700円 7,000円 27,300円 11,600円 8,500円

介護 合計医療 支援 介護 合計 医療 支援

改正前 改正後

１人世帯モデル

［モデル所得］ 所得なし

0円 ▲ 300 ▲ 1,000 ▲ 1,300

10,300円 41,300円17,900円 13,400円 11,300円 42,600円 17,900円 13,100円

介護 合計医療 支援 介護 合計 医療 支援

改正前 改正後

２人世帯モデル

［モデル所得］ 所得なし

0円 ▲ 400 ▲ 1,000 ▲ 1,400

10,300円 52,100円24,100円 18,100円 11,300円 53,500円 24,100円 17,700円

介護 合計医療 支援 介護 合計 医療 支援

改正前 改正後

［モデル所得］ 所得なし

３人世帯モデル

0円 ▲ 600 ▲ 1,000 ▲ 1,600

22,200円 10,300円 62,900円30,400円 22,800円 11,300円 64,500円 30,400円

合計

改正前 改正後

医療 支援 介護 合計 医療 支援 介護

４人世帯モデル

［モデル所得］ 所得なし
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４. 県標準保険料率（県統一方式）について 

 

［県統一方式と市税率（今回改正税率）の比較］ 

  

１⑴ 現時点で県が示す「県標準保険料率（県統一方式）」は、県内保険料水準の統一化を想          

定した一般的なモデルである。 

２⑵ 県統一方式の在り方については、今後県内市町村間で協議される予定。 

３⑶ 協議の結果によっては、田川市が県に負担する納付金総額が増減し、県統一方式の税  

率設定の方法が見直される。 

４⑷ 従って、県統一方式の実際の影響は、現時点では正確には計れない。 

 

［県統一方式と市税率（今回改正税率）の賦課総額の比較］ 

  

１⑴  令和３年度課税データ（予想）に県統一方式と田川市改正税率を当てて試算した。 

２⑵  県統一方式（a）と田川市税率（b）の差額（b-a）は、約 36,700 千円となる。 

３⑶  次年度に賦課総額をさらに２千万円引き下げた場合、差額は約 16,700 万円となる。 

１※ 世帯への影響に関する資料は、今後、県統一方式の協議の進捗に合わせて検討したい。 

所得割

均等割

平等割

所得割

均等割

平等割

所得割

均等割

平等割

※　標準保険料率は令和２年度本算定の数値

　　　　　　　　　方式
　税区分

介
護

2.15% 3.17%

9,745円 13,080円

7,629円 8,400円

支
援

2.20% 4.74%

7,769円 15,200円

8,320円 13,400円

医
療

7.50% 6.63%

27,024円 20,915円

28,934円 17,882円

県標準保険料率 田川市税率
（改正税率）（県統一方式）

標準保険料率
（県統一方式）

田川市税率
（今回改正）

703,550,961円 543,761,834円

203,564,621円 378,015,275円

73,630,872円 95,638,924円

(a)  980,746,454円 (b)  1,017,416,033円

(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

　　　　　　　　　　方式
賦課総額
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○田川市国民健康保険税条例（平成２１年条例第５号）新旧対照表 （案） 

新（改正案） 旧（現行） 

第１条から第６条まで 略 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得

割額） 

第７条 第３条第３項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の４.７４を乗じて算定

する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額） 

第８条 第３条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１

５，２００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額） 

第８条の２ 第３条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴  特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １３，４００円 

⑵ 及び ⑶ 略 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第９条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基

第１条から第６条まで 略 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得

割額） 

第７条 第３条第３項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の４.９７を乗じて算定

する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額） 

第８条 第３条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１

５，６７４円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額） 

第８条の２ 第３条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴  特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １３，４０１円 

⑵ 及び ⑶ 略 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第９条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基

（
別
紙
２
）
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新（改正案） 旧（現行） 

礎控除後の総所得金額等に１００分の３．１７を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１０条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険

者１人について１３，０８０円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第１０条の２ 第３条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について８，

４００円とする。 

第１１条から第２３条まで 略 

（国民健康保険税の減額） 

第２４条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税

額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

６３万円を超える場合には、６３万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１９万円を超える場合には、１９万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得

た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）

の合算額とする。 

⑴ 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

礎控除後の総所得金額等に１００分の３．６７を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１０条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険

者１人について１４，５６８円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第１０条の２ 第３条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について８，

８５６円とする。 

第１１条から第２３条まで 略 

（国民健康保険税の減額） 

第２４条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税

額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

６３万円を超える場合には、６３万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１９万円を超える場合には、１９万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得

た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）

の合算額とする。 

⑴  法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合
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新（改正案） 旧（現行） 

算額が、３３万円を超えない世帯に係る納税義務者 

ア及びイ 略  

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について １０，６４０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

（ア）特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ９，３８０円 

（イ）特定世帯 ４，６９０円 

（ウ）特定継続世帯 ７，０３５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ９，１５６円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて ５，８８０円 

⑵ 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、３３万円に、被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

２８万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

算額が、３３万円を超えない世帯に係る納税義務者 

ア及びイ 略  

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について １０，９７２円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

（ア）特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ９，３８１円 

（イ）特定世帯 ４，６９１円 

（ウ）特定継続世帯 ７，０３６円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について １０，１９８円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて ６，２００円 

⑵ 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、３３万円に、被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

２８万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前
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新（改正案） 旧（現行） 

号に該当する者を除く。） 

ア及びイ 略  

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について ７，６００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，７００円 

（イ） 特定世帯 ３，３５０円 

（ウ） 特定継続世帯 ５，０２５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ６，５４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて ４，２００円 

⑶ 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、３３万円に、被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

５２万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号

号に該当する者を除く。） 

ア及びイ 略  

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について ７，８３７円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，７０１円 

（イ） 特定世帯 ３，３５１円 

（ウ） 特定継続世帯 ５，０２６円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ７，２８４円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて ４，４２８円 

⑶ 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、３３万円に、被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

５２万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号
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新（改正案） 旧（現行） 

に該当する者を除く。） 

ア及びイ 略  

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について ３，０４０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２，６８０円 

（イ） 特定世帯 １，３４０円 

（ウ） 特定継続世帯 ２，０１０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ２，６１６円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて １，６８０円 

第２４条の２～第２８条 略 

 

に該当する者を除く。） 

ア及びイ 略  

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について ３，１３５円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２，６８１円 

（イ） 特定世帯 １，３４１円 

（ウ） 特定継続世帯 ２，０１１円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ２，９１４円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて １，７７２円 

第２４条の２～第２８条 略 
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議案第１６号 田川市国民健康保険条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の一部が、令和３年２月  

１３日に施行されたことに伴い、田川市国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じた。 

 

２ 改正内容 

条例中の「新型コロナウイルス感染症」に関する定義は、「新型インフルエンザ等対策特

別措置法」から引用していた。今般の法改正で、引用していた規定が削除されたため、条

例に引用できなくなったことから、そもそも法律で規定していた「新型コロナウイルス感

染症」の定義を、条例中に直接規定することにした。 

 

３ 施行期日  

公布の日から施行する。改正後の規定は、令和３年２月１３日から適用する。 

 

４ 条例改正による影響及び効果 

法改正で「新型コロナウイルス感染症」の定義が変わったわけではないため影響はない。 

 

５ 新旧対照表（別紙３） 
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○田川市国民健康保険条例（昭和２４年条例第１号）新旧対照表 

新（改正案） 旧（現行） 

第１条から第１１条まで 略 

   附 則 

第１条 略 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当

金） 

第２条 給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１

項に規定する給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に規定

する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている被保

険者が療養のため労務に服することができないとき（新型コロナウ

イルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人

に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）で

ある感染症をいう。以下同じ。）に感染したとき又は発熱等の症状

があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に

服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から

労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定して

いた日について、傷病手当金を支給する。 

２及び３ 略  

第１条から第１１条まで 略 

   附 則 

第１条 略 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当

金） 

第２条 給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１

項に規定する給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に規定

する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている被保

険者が療養のため労務に服することができないとき（新型インフル

エンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の

２に規定する新型コロナウイルス感染症世界保健機関に対して、人

に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）で

ある感染症をいう。以下同じ。）に感染したとき又は発熱等の症状

があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に

服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から

労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定して

いた日について、傷病手当金を支給する。 

２及び３ 略  

（
別
紙
３
）
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新（改正案） 旧（現行） 

第３条及び４条 略 

 

第３条及び４条 略 

 

 


