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報連絡

岡山市保険料減免等コールセンターを7月1日 （木）に開設
します

趣

邑日

2

新型コロナウイルス感染症の影響で、

①死亡又は重篤な傷病を負った方や、事業収入等の減少が
見込まれ−定の要件を満たす方についての保険料の減免

②感染又は発熱等の症状で就労できず給料の支給が無かっ
た方への傷病手当金の支給（国保・後期のみ）
に関する相談や申請方法などの問い合わせに対応するため、
コールセンターを設置します。

（裏面あり）

3

対象保険料国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料

閉I

設置期間等

ーq

令和3年7月1日

（木）〜令和4年3月18 日

平日 （土．日曜、祝日及び年末年始を除く）
9時〜17時15分まで
お問い合わせ番号086−897−11

5

そ

の

他

詳細は別添資料のとおり

26

（金）

国保
国民健康保険の被保険者の皆様へ個葆
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響により､｢死亡｣､『重篤な傷病｣､または令和2年の収入と比ぺて3割以上

減少する場合､下の図で減免に該当される世帯は､申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

鍵

蕊b ↑護灌澪島鑿器駕獣霊糯麗&リ
世帯の主だろ生計維拷者が「死亡』又は「重癌な傷病」を負いましたか？
＝

P

』しはい
】蔵舜霊当〔気I雲期間の俣8茜料毒全爾韓砺

且

いいえ

I惑

非

挫茨
U

L−−−−ソ

いいえ

[＝，

翻一全鱒濤の菫庭るま誌……2隼の含嚇爾"､尖QQQ痘巴以蚕ですか？
与はい

該

いいえ
戸一一・一』、
匙一…1／

一

いいえ

5 2で減少すると見込んだ事業収入等に係る所得以塾の令和2年の所鱈の合計 額は、
鰡浮152で減少すると見込んだ事業収入等に係る所得坐Lの令和2年の所露の合計
400万円以下ですか？

戸一ゴ、
ー〆

当

了給与収入以外{ご
包翻以上湾少する見

込みの事業収入等が
ありますか？
一

一

一

ノ
~

はい

受けていない

減免該当（良 d象期間の保険料 を一部減額・免除）※減免額のg十 算は下配のとおり

令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に

○減免の対象期間

納期限がある保険料

事業収入等の減少の場合、下記の【減免対象保険料額】×【減免割合】が減免額です。

I ※年度途中で国保加入者に変更があれば減免額が再計算され、減免額が大幅に変わる場合があります。

○減免額の計算

【減免対象保険料額】=A×B/C

Aa世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等
に係る令和2年の所得額

（減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額）
Ca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2年の合計所得金額

I

【減免割合】世帯の主たる生計維持者
の令和2年の合計所得金額で区分(※2）
300万円以下の場合

10分の10

400万円以下の場合

10分の8

550万円以下の場合

10分の6

750万円以下の場合

10分の4

1000万円以下の場合

10分の2

※1世帯の主たる生計維持者が事業所の倒産、解雇等により離職した人

※2世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や

(非自発的失業者)で、給与収入のみの減少の場合は、非自発的失業者の

失業の場合は、上記によらず減免対象保険料

軽減が優先して適用されます。（未申請の場合は、申請が必要です。 ）

額の10分の10。

○申請について

I

【申請書】市のホームページからダウンロード、もしくはコールセンターに電話してお取り寄せください。
【申請方法】感染拡大防止の観点から、原則郵送での申請をお願いします。申請には、令和2年中の収入が

わかるもの（確定申告書や源泉徴収票等の写し） 、令和3年中の収入見込みがわかるもの（申請
時点までの帳簿や給与明細書等の写し）等の添付が必要です。
【申請期限】令和4年3月31日
【送付先】〒700‑8544 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市国保年金課国保係

岡山市保険料減免等コールセンター平日9時 17時15分
○お問い合わせ

086‑897‑1 126

(令和4年3月18日まで）

※時間帯により繋がりにくいことがあるかもしれません。何卒ご了承ください。

◆新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入等が
減少したこと等による介護保険料の減免について

E雪

新型コロナウイルス感染症の影響により一定の要件を満たす方は、申請により介護保険料の減免を
受けられる場合があります。

貝鍔狸
世帯の主たる生計維持者が、「死亡」または「重篤な傷病」を負った。

写はい

｜ ￨いい，

回

いいえ

いいえ
Ⅱ人6

非

世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入、不動産収入、山林収入または給与
収入（以下「事業収入等』）のいずれかが、
2年と比べ3割以上減4 す る見込み。

該
当

側︽囮

減少すると見込まれる事業収入等に係る所得以姓の令和2年の所得の合計額が
400万円以下で

はい

減免該当（対象期間の保険料を減額・免除）

減免の対象期間

令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの
間に納期限がある保険料

￨減免額の計算｜
減免額は、

【減免対象保険料額】×【減免割合】

【減免対象保険料額】＝A×B／0
B：世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入
等に係る令和2年の所得額
C：世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額

１１

A：減免の対象期間の保険料額

【減免割合】＝世帯の主たる生計維持者
の令和2年の合計所得金額で区分
210万円以下

210万円を超える

10分の10
10分の8

※事業の廃止や失業の場合は、 10分の10

￨申請についてl
【申請書】市のホームページからダウンロード、もしくはコールセンターに電話してお取り寄せください。
【申請方法】感染拡大防止の観点から、原則郵送での申請をお願いします。申請には、令和2年中の収入
がわかるもの（確定申告書や源泉徴収票等の写し） 、令和3年中の収入見込みがわかるもの
（申請時点までの帳簿や給与明細書等の写し）等の添付が必要です。
【申請期限】令和4年3月31日
【送付先】〒700‑8544
『

岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市介護保険課

岡山市保険料減免等コールセンター

平日9時 17時15分

到〆崎離礁昌呈z愚J、黙｡…《蹴拳…。

﹁
１

後期
纒璽

ｌ

’

−

新型コロナウイルス感染症の影響による

凶

後期高齢者医療保険料の減免について

二

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件を満たす方は、申請により保険料が減免となります。

I

減免該当（対象期間の保険料の一部を減額免除）

令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31

○減免の対象期間

日までの間に納期限がある保険料。

I

○減免額の計算

減免丈

※減免割合は下記のとおり

※事業収入等の減少の場合

額(A×B

C)に減免割合 (D)をかけた金額です

減免対象尿険祷領（A×B／C）

減免割合(D）世帯の主たる生計維持
者の令和2年の合計所得金額で区分

A；世帯の被保険者それぞれの保険料額

300万円以下の場合

10分の10

B？世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれ

400万円以下の場合

10分の8

る収入にかかる令和2年の所得額

550万円以下の場合

10分の6

C？世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険

750万円以下の場合

10分の4

1,000万円以下の場合

10分の2

者全員の令和2年の合計所得額

※世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や

○申請について
【申請書】

｝

失業の場合は、上記によらず10分の10

：市のホームページからダウンロード、もしくはコールセンターに電話して

お取り寄せください。

【申請方法】

：感染拡大防止の観点から、原則郵送での申請をお願いします。申請には、令和

2年中の収入がわかるもの（確定申告書や源泉徴収票等の写し） 、令和3年中の収入見込み

がわかるもの（申請時点までの帳簿や給与明細書等の写し）等の添付が必要です。
【申請期限】

：令和4年3月31日

【送付先】

：〒700‑8544岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市医療助成課

お問い合
わせ

岡山市保険料減免等コールセンター
〆琢一平日9時〜17時15分
086−897−1126

（令和4年3月18日まで）

しれません。 何卒ご了承ください。

国民健康保険加入中の被用者（給与所得者）の方へ
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方
が療養のため仕事を休みその間給与等が支払われない場合

傷病手当金を受けられる制度があります。
1．新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染
が疑われる方が療養のため労務に服することができないこと
感染または感染の疑いで受診した医療機関の医師の意見書､事業主の証明が必要です。

2．3日間連続して仕事を休み4日目以降も休んでいること
療養のため3日間連続して仕事を休んだ後(待期期間)､4日目以降の仕事を休んだ日から支給
対象となります｡待期期間には､有給休暇､土日祝等の公休日を含みます｡ただし､待期期間の
1日目(起算日)は､｢労務に服する予定だったが､労務に服することができなくなった日｣である
ため､公休日以外の日となります。

3．休んだ期間に対する給与等の全部または一部の支払いがないこと
支給額
l支給額

×2／3×
(例)時給900円､1日の勤務時間が6時間の方が10日間休んだ場合
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額は､5,400円
計算式→5,400円×2/3×(10日間‑3日間￨)=25,200円
−

対象期間
令和2年1月1日から令和3年9月30日の間です｡ただし､入院が継続するときは最長で1年6か月
までです。
−ｰ一1■■

申請について
まずは､コールセンターまでお問い合わせください。

その後､該当者と思われる方には担当課より連絡いたします。
【担当課】:〒700‑8546岡山市北区鹿田町一丁目1番1号岡山市国保年金課資格給付係

岡山市保険料減免等コールセンタ−

平日9時〜17時15分

086‑897‑1126

(令和4年3月18日まで）

※時間帯により繋がりにくいことがあるかもしれません｡何卒ご了承ください。

後期高齢者医療制度加入中の
被用者（給与所得者）の方へ
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方
が療養のため仕事を休みその間給与等が支払われない場合

傷病手当金を受けられる制度があります。
支給要件

1．新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染
が疑われる方が療養のため労務に服することができないこと
感染または感染の疑いで受診した医療機関の医師の意見書､事業主の証明が必要です。

2．3日間連続して仕事を休み4日目以降も休んでいること
療養のため3日間連続して仕事を休んだ後(待期期間)､4日目以降の仕事を休んだ日から支給
対象となります｡待期期間には､有給休暇､土日祝等の公休日を含みます｡ただし､待期期間の

1日目(起算日)は､｢労務に服する予定だったが､労務に服することができなくなった日｣である
ため､公休日以外の日となります。

3．休んだ期間に対する給与等の全部または一部の支払いがないこと
1
1

1

支給額

×2／3×

労翻二駁することができ
ない朔間の圖数
−3日間

(例)時給900円､1日の勤務時間が6時間の方が10日間休んだ場合
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額は､5,400円
計算式→5,400円×2/3×(10日間−3日間)=25,200円
一

対象期職
令和2年1月1日から令和3年9月30日の間です｡ただし､入院が継続するときは最長で1年6か月
までです。

■輔について

まずは､コールセンターまでお問い合わせください。
その後､該当者と思われる方には担当課より連絡いたします。
【担当課】:〒700‑8546岡山市北区鹿田町一丁目1番1号岡山市役所医療助成課長寿医療係

お問い合わせ

岡山市保険料減免等コールセンター

平日9時〜17時15分

086−897−1126

(令和4年3月18日まで）

※時間帯により繋がりにくいことがあるかもしれません｡何卒ご了承ください。

