
令和３年度名古屋市国民健康保険料計算例 

 

計算例の均等割額と所得割額の料率 

 

 

 

 

 

 

 

モデルケース 1（20 歳の単身世帯） 

世帯主(給与収入 85 万円(給与所得 30 万円))・障害者控除(本人)無し・扶養家族無し 

1．加入者の「基礎となる所得額」の計算 

 世帯主：30 万円(所得)－43 万円－0 円(該当する独自控除はなし)＜0→0 円 

2．国民健康保険料の計算 

 医療分・所得割額：0 円(A) 

 医療分・均等割額：38,903 円×1 人＝38,903 円(B) 

 支援金分・所得割額：0 円(C) 

 支援金分・均等割額：13,293 円×1 人＝13,293 円(D) 

 医療分・減額：38,903 円×0.7＝27,233 (E) 

 支援金分・減額：13,293 円×0.7＝9,306 円(F) 

国民健康保険料：A＋B＋C＋D－E－F＝15,650 円(10 円未満切り捨て) 

 

モデルケース 2（68 歳の単身世帯） 

世帯主(年金収入 160 万円(年金所得 50 万円))・障害者控除(本人)無し・扶養家族無し 

1．加入者の「基礎となる所得額」の計算 

 世帯主：50 万円(所得)－43 万円－0 円(該当する独自控除はなし)＝7 万円 

2．国民健康保険料の計算 

 医療分・所得割額：7 万円(基礎となる所得額)×0.0704＝4,928 円(A) 

 医療分・均等割額：38,903 円×1 人＝38,903 円(B) 

 支援金分・所得割額：7 万円(基礎となる所得額)×0.0248＝1,736 円(C) 

 支援金分・均等割額：13,293 円×1 人＝13,293 円(D) 

 医療分・減額：38,903 円×0.7＝27,233 円(E) 

 支援金分・減額：13,293 円×0.7＝9,306 円(F) 

国民健康保険料：A＋B＋C＋D－E－F＝22,320 円(10 円未満切り捨て) 

 

モデルケース 3（51 歳の単身世帯） 

世帯主(給与収入 360 万円(給与所得 244 万円))・障害者控除(本人)無し・扶養家族無し 

1．加入者の「基礎となる所得額」の計算 

 世帯主：244 万円(所得)－43 万円－0 円(該当する独自控除はなし)＝201 万円 

内訳 均等割額 所得割額の料率 

医療分 38,903 0.0704 

支援金分 13,293 0.0248 

介護分 

（40歳～64歳のみ） 
16,367 0.0247 



2．国民健康保険料の計算 

 医療分・所得割額：201 万円(基礎となる所得額)×0.0704＝141,504 円(A) 

 医療分・均等割額：38,903 円×1 人＝38,903 円(B) 

 支援金分・所得割額：201 万円(基礎となる所得額)×0.0248＝49,848 円(C) 

 支援金分・均等割額：13,293 円×1 人＝13,293 円(D) 

 介護分・所得割額：201 万円(基礎となる所得額)×0.0247＝49,647 円(E) 

 介護分・均等割額：16,367 円×1 人＝16,367 円(F) 

国民健康保険料：A＋B＋C＋D＋E＋F＝309,560 円(10 円未満切り捨て) 

 

モデルケース 4（45 歳世帯主・38 歳配偶者） 

世帯主(給与収入 400 万円(給与所得 276 万円))・障害者控除(本人)有り・扶養家族 1 名有り、配偶者(収入無し)・

障害者控除(本人)無し・扶養家族無し 

1．加入者の「基礎となる所得額」の計算 

 世帯主：276 万円(所得)－43 万円－125 万円(独自控除額(障害者控除(本人)有り(92 万円)＋障害者控除の

対象となっていない扶養家族(33 万円)×1 名))＝108 万円 

2．国民健康保険料の計算 

 医療分・所得割額：108 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0704＝76,032 円(A) 

 医療分・均等割額：38,903 円×2 人＝77,806 円(B) 

 支援金分・所得割額：108 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0248＝26,784 円(C) 

 支援金分・均等割額：13,293 円×2 人＝26,586 円(D) 

 介護分・所得割額：108万円(40歳から64歳の加入者の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0247＝26,676

円(E) 

 介護分・均等割額：16,367 円×1 人(40 歳から 64 歳の加入者)＝16,367 円(F) 

国民健康保険料：A＋B＋C＋D＋E＋F＝250,250 円(10 円未満切り捨て) 

 

モデルケース 5（世帯主 25 歳・配偶者 22 歳） 

世帯主(給与収入 200 万円(給与所得 1３2 万円))・障害者控除(本人)無し・扶養家族 1 名（障害者控除の対象）

有り、配偶者(収入無し)・障害者控除(本人)無し・扶養家族無し 

1．加入者の「基礎となる所得額」の計算 

 世帯主：1３2 万円(所得)－43 万円－86 万円(独自控除額(障害者控除の対象となっている扶養家族×1 名))

＝3 万円 

2．国民健康保険料の計算 

 医療分・所得割額：3 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0704＝2,112 円(A) 

 医療分・均等割額：38,903 円×2 人＝77,806 円(B) 

 支援金分・所得割額：3 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0248＝744 円(C) 

 支援金分・均等割額：13,293 円×2 人＝26,586 円(D) 

 医療分・減額：38,903 円×0.2×2＝15,562 円(E) 

 支援金分・減額：13,293 円×0.2×2＝5,318(F) 

国民健康保険料：A＋B＋C＋D－E－F＝86,360 円(10 円未満切り捨て) 

 

 



モデルケース 6（世帯主 72 歳・配偶者 70 歳） 

世帯主(年金収入 300 万円(年金所得 190 万円))・障害者控除(本人)無し・扶養家族 1 名有り、配偶者(年金収入

100 万円(年金所得 0 円))・障害者控除(本人)無し・扶養家族無し 

1．加入者の「基礎となる所得額」の計算 

 世帯主：190 万円(所得)－43 万円－33 万円(独自控除額(障害者控除の対象となっていない扶養家族 1 名))

＝114 万円 

2．国民健康保険料の計算 

 医療分・所得割額：114 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0704＝80,256 円(A) 

 医療分・均等割額：38,903 円×2 人＝77,806 円(B) 

 支援金分・所得割額：114 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0248＝28,272 円(C) 

 支援金分・均等割額：13,293 円×2 人＝26,586 円(D) 

国民健康保険料：A＋B＋C＋D＝212,920 円(10 円未満切り捨て) 

 

モデルケース 7（世帯主 73 歳・配偶者 69 歳） 

世帯主(年金収入 320 万円(年金所得 210 万円))・障害者控除(本人)有り・扶養家族 1 名有り、配偶者(年金収入

140 万円(年金所得 30 万円))・障害者控除(本人)無し・扶養家族無し 

1．加入者の「基礎となる所得額」の計算 

 世帯主：210 万円(所得)－43 万円－125 万円(独自控除額(障害者控除(本人)有り(92 万円)＋障害者控除の

対象となっていない扶養家族(33 万円)×1 名))＝42 万円 

 配偶者：30 万円(所得)－43 万円－0 円(該当する独自控除はなし)＜0→0 円 

2．国民健康保険料の計算 

 医療分・所得割額：42 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0704＝29,568 円(A) 

 医療分・均等割額：38,903 円×2 人＝77,806 円(B) 

 支援金分・所得割額：42 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0248＝10,416 円(C) 

 支援金分・均等割額：13,293 円×2 人＝26,586 円(D) 

国民健康保険料：A＋B＋C＋D＝144,370 円(10 円未満切り捨て) 

 

モデルケース 8（世帯主 38 歳・子 10 歳・子 8 歳） 

世帯主(給与収入 300 万円(給与所得 202 万円))・寡婦控除有り・扶養家族 2 名有り、子(二人とも収入無し) 

1．加入者の「基礎となる所得額」の計算 

 世帯主：202 万円(所得)－43 万円－158 万円(独自控除額(寡婦（夫）控除有り(92 万円) ＋障害者控除の

対象となっていない扶養家族(33 万円)×2 名))＝1 万円 

2．国民健康保険料の計算 

 医療分・所得割額：1 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0704＝704 円(A) 

 医療分・均等割額：38,903 円×3 人＝116,709 円(B) 

 支援金分・所得割額：1 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0248＝248 円(C) 

 支援金分・均等割額：13,293 円×3 人＝39,879 円(D) 

国民健康保険料：A＋B＋C＋D＝157,540 円(10 円未満切り捨て) 

 

 

 



モデルケース 9（世帯主 45 歳・配偶者 42 歳・子 12 歳） 

世帯主(給与収入 400 万円(給与所得 276 万円))・障害者控除(本人)無し・扶養家族 1 名有り、配偶者(給与収入

380 万円(給与所得 260 万円))・障害者控除(本人)無し・扶養家族無し、子(収入無し) 

1．加入者の「基礎となる所得額」の計算 

 世帯主：276 万円(所得)－43 万円－33 万円(独自控除額(障害者控除の対象となっていない扶養家族×1 名))

＝200 万円 

 配偶者：260 万円(所得)－43 万円－0 円(該当する独自控除はなし)＝217 万円 

2．国民健康保険料の計算 

 医療分・所得割額：417 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0704＝293,568 円(A) 

 医療分・均等割額：38,903 円×3 人＝116709 円(B) 

 支援金分・所得割額：417 万円(加入者全員の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0248＝103,416 円(C) 

 支援金分・均等割額：13,293 円×3 人＝39,879 円(D) 

 介護分・所得割額：417 万円(40 歳から 64 歳の加入者の「基礎となる所得額」の合計額)×0.0247＝

102,999 円(E) 

 介護分・均等割額：16,367 円×2 人(40 歳から 64 歳の加入者)＝32,734 円(F) 

国民健康保険料：A＋B＋C＋D＋E＋F＝689,300 円(10 円未満切り捨て) 

 

モデルケース 10（38 歳の単身世帯） 

世帯主(上場株式等の課税譲渡所得（申告分離課税）200 万円・上場株式等の譲渡損失による繰越控除 100 万

円)・障害者控除(本人)無し・扶養家族無し 

1．加入者の「基礎となる所得額」の計算 

 世帯主：200 万円（所得）－100 万円（繰越控除）－43 万円－0 円（該当する独自控除はなし）＝57 万

円 

2．国民健康保険料の計算 

 医療分・所得割額：57 万円（基礎となる所得額）×0.0704＝40,128 円（A） 

 医療分・均等割額：38,903 円×1 人＝38,903 円（B） 

 支援金分・所得割額：57 万円（基礎となる所得額）×0.0248＝14,136 円（C） 

 支援金分・均等割額：1３,293 円×1 人＝1３,293 円（D） 

国民健康保険料：A＋B＋C＋D＝106,460 円（10 円未満切り捨て） 

 


