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　令和 4 年度の国民健康保険料の料率および最高限度額が下表のと
おり決まりました。年間保険料は、この料率をもとに算定された「所
得割」「均等割」「平等割」を合計した金額となります。
　市は、各世帯の保険料をお知らせする「保険料変更（決定）通知書」
と 4 期（ 8 月）からの保険料納入通知書を、8 月中旬に郵送します。
なお、 4 期から10期までの保険料は、年間保険料からすでに納付済
みの 1 期から 3 期分を差し引いて 7 回に分けた金額となっています。
　詳しくは、国保医療課国民健康保険グループ（☎47－8132）へ。

令和 4年度 国民健康保険料率

医療分 後期高齢者
支援金分

介護分
（40～65歳未満）

所得割 基準総所得金額※の 7.00／100 2.24／100 1.90／100

均等割 被保険者 1人につき 25,700円 8,500円 9,300円

平等割 1 世帯につき 20,000円 6,800円 5,300円

最高限度額 650,000円 200,000円 170,000円

※税法上の総所得金額から基礎控除額を差し引いた額

国民健康保険料の料率を決定
8月中旬に通知書を発送

　市は、65歳以上の人に、令和 4年度介護保険料の通知書（本算定）
を郵送します。通知書が届いたら、保険料や納め方（特別徴収また
は普通徴収）を確認してください。
　詳しくは、介護保険課（☎47－7406）へ。

介護保険料の通知書を郵送します

令和 4年度 所得段階別の年間介護保険料
所得段階 対　　象 保険料率 年間保険料

第 1段階

①�生活保護受給者・老齢福祉年金受給
者で、世帯全員が市民税非課税の人
②�世帯全員が市民税非課税で、前年の
課税年金収入額とその他の合計所得
金額の合計が80万円以下の人

基準額×0．30 21,456円

第 2段階
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税
年金収入額とその他の合計所得金額の
合計が80万円超120万円以下の人

基準額×0．50 35,760円

第 3段階
世帯全員が市民税非課税で、前年の課
税年金収入額とその他の合計所得金額
の合計が120万円を超える人

基準額×0．70 50,064円

第 4段階
本人が市民税非課税で、世帯内に課税
者がいる人のうち、前年の課税年金収
入額とその他の合計所得金額の合計が
80万円以下の人

基準額×0．90 64,368円

第 5段階
本人が市民税非課税で、世帯内に課税
者がいる人のうち、前年の課税年金収
入額とその他の合計所得金額の合計が
80万円を超える人

基準額 71,520円

第 6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が120万円未満の人 基準額×1．20 85,824円

第 7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1．30 92,976円

第 8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1．50 107,280円

第 9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が320万円以上500万円未満の人 基準額×1．70 121,584円

第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が500万円以上700万円未満の人 基準額×1．75 125,160円

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が700万円以上900万円未満の人 基準額×1．80 128,736円

第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が900万円以上の人 基準額×2．00 143,040円

◉�対象／老齢
（退職）・遺
族・障害年
金が年額18

※�第 1 ～ 3 段階は、消費税率変更に伴う軽減措置後の保険料率および保険料です

各
種
手
当
の

 

現
況
届
な
ど

　市は、特別障害者手当や児童扶養手当などの手当
を受けている人（所得制限で支給停止の人を含む）に、
現況届などを郵送します。必要事項を記入・押印の
うえ、期日までに提出してください。提出は、平日
のみ（児童扶養手当のみ一部土日も）受け付けます。

◉�対象／老齢（退職）・遺族・障
害年金が年額18万円未満の人
◉通知書／ 8 月上旬に郵送
◉�納付方法／納付書または口座

振替　※保険料を滞納する
と、督促状が発行され、督促
手数料や延滞金がかかる場合
があります。また、滞納期間
に応じて、介護保険サービス
利用時の自己負担額が 3 割

（所得の高い人は 4 割）とな
るなどの給付制限措置が行わ
れますので、ご注意ください

万円以上の人
◉通知書／ 9 月上旬に郵送
◉�納付方法／年金から天引き　

※原則、年金が年額18万円以
上の人は年金から天引します
が、新たに65歳になった人や、
他の市区町村から転入した人
などは、一時的に普通徴収で
の納付となります

特別徴収 普通徴収

郵送・提出物 郵送時期 提出期間（平日のみ） 提出場所・問合せ
特別障害者手当の現況届

8 月中旬 8月12日（金）
 ～ 9月12日（月）

障がい福祉課
（☎47－7298）
上石津・墨俣地域事
務所への提出も可

障害児福祉手当の現況届
経過的福祉手当の現況届

児童扶養手当の現況届 7 月下旬 8月 1日（月）
　～31日（水） ※ 子育て支援課

（☎47－7092）特別児童扶養手当の
所得状況届 8 月中旬 8月12日（金）

 ～ 9月12日（月）
※�児童扶養手当については、8月27日（土）・28日（日）の午前10時～午後 3時も受付

　なお、期限までに提出がない場合、
手当の支給が停止となります。また、
この手続きを 2 年間しないと受給権が
消滅しますので、ご注意ください。

ご提出
ください

≪有権者数・投票者数など≫
▶有権者数　　　13万334人
▶投票者数
　＜選挙区＞　　 6 万6,674人
　＜比例代表＞　 6 万6,675人
▶投票率
　＜選挙区＞　　51.16％
　＜比例代表＞　51.16％

≪比例代表選挙結果（得票数順）≫
▪自由民主党　　　　　25,533票
▪立憲民主党　　　　　 7,194票
▪日本維新の会　　　　 7,123票
▪国民民主党　　　　　 6,961票

第26回 市内の投・開票結果
　第26回参議院議員通常選挙が
7月10日に行われ、岐阜県選挙
区は、自由民主党現職の渡辺た
けゆき氏が当選しました。
　大垣市の投・開票結果は次の
とおりです（比例代表選挙結果
の政党別得票数は、小数点以下
を切り捨て）。

≪選挙区選挙結果（得票数順）≫
▪渡辺たけゆき 自民現  31,797票
▪丹野みどり 　国民新  21,672票
▪三尾圭司　　 共産新   6,238票
▪広江めぐみ　 参政新   3,671票
▪坂本雅彦　　 N 党新   1,610票

▪公明党　　　　　 6,289票
▪日本共産党　　　 3,856票
▪れいわ新選組　　 2,622票
▪参政党　   　　　 2,006票
▪ＮＨＫ党　　　　 1,609票
▪社会民主党　　　    986票
▪ごぼうの党　　　    272票
▪幸福実現党　　　    249票
▪日本第一党　　　    128票
▪維新政党・新風　    164票
▪新党くにもり　　    162票

参議院議員
通常選挙

　 8 月11日は、祝日「山の日」のため、すべてのごみ
収集を休みます。この日が「もえるごみ」「もえないご
み・ペットボトル」「プラス
チック製容器包装」の収集日
の区域は、 8 月15日（月）に振
り替えて収集します。
　詳しくは、クリーンセン
ター（☎89－4124）へ。
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8月11日
（木・祝）


