保 健 福 祉 委 員 会
令和４年２月２８日

１

議案審査

（１）議案第 15 号 千代田区介護保険条例の一部を改正する条例
（２）議案第 19 号

【資料】

東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について
【資料】

（３）議案第 20 号

２

千代田区国民健康保険条例の一部を改正する条例

【資料】

報告事項

（１）（仮称）神田錦町三丁目施設の高齢者施設及び障害者支援施設の
運営予定者の選定結果について

【資料】

（２）（仮称）神田錦町三丁目施設整備事業に関するアンケート調査について
【資料】
（３）新型コロナウイルス感染症の発生状況について

【資料】

（４）新型コロナウイルスワクチン３回目接種について

【資料】

３

その他

保健福祉部資料１－１
令 和 ４ 年 ２ 月 2 8 日

千代田区介護保険条例の一部を改正する条例
１

目的
現在、第１号被保険者（※）の介護保険料（以下「保険料」という。）の賦課決

定の通知は、４月の仮算定と７月の本算定として、年度内に２回通知しており、
通知のたびに多くの被保険者から保険料に関する問い合わせを受けている。
被保険者にとってよりわかりやすい制度とするため、令和５年度から普通徴収
の暫定賦課を廃止し、確定賦課後の７月から翌年３月までの９か月で年度分の保
険料を徴収する運用に改める。
このため、関係規定を整備する必要がある。
※

２

65 歳以上の者をいう。原則、住所地のある区市町村の介護保険の被保険者となる。

現行の賦課・徴収方法
第１号被保険者の保険料の決定には、当該年度の４月１日時点の世帯構成と前

年の合計所得金額が必要となる。
例年６月に住民税が賦課決定され、これを受けて保険料の決定（確定賦課）を
しているが、普通徴収においては、４月に普通徴収の特例（条例第 17 条）の規定
による暫定賦課を行い、確定賦課を行うまでの４月から６月までの間、仮の保険
料額を徴収している。
このため、４～６月分と７月分以降で徴収月額が変更になった場合等に、多く
の被保険者から保険料に関する問い合わせを受けている。
３

改正の内容

(１)

普通徴収の特例の規定により行う暫定賦課を廃止（条例第 17 条及び第 18

条の削除）し、住民税等決定後に行う確定賦課のみとする。
(２)

保険料は、確定賦課（例年７月）後の７月から翌年３月までの９か月で徴

収することとし、各月末日（12 月にあっては翌年の１月４日）を納期限とす
る。（条例第 15 条第１項）
(３)
４

(１)の改正に伴う規定整備（条例第 24 条）

施行期日
令和５年４月１日から施行する。

５

新旧対照表
別紙のとおり

別紙

新旧対照表
○千代田区介護保険条例
新（改正後）
旧（現 行）
（普通徴収に係る納期）
（普通徴収に係る納期）
第15条 普通徴収に係る保険料の納期限は、７月 第15条 普通徴収に係る保険料の納期限は、毎月
から翌年３月までの各月末日（12月にあっては、 末日とする。ただし、12月にあっては、翌年の
翌年の１月４日）とする。ただし、前年度分ま １月４日とする。
での保険料については、当該保険料を賦課した
月の末日（12月にあっては、翌年の１月４日）
とする。
２ （現行に同じ）
２ （略）
３ （現行に同じ）
３ （略）
４ （現行に同じ）
４ （略）

第17条

削除

第18条

削除

（普通徴収の特例）
第17条 保険料の額の算定の基礎に用いる特別区
民税（市町村民税を含む。以下同じ。）の課税
非課税の別又は合計所得金額が確定しないため
当該年度分の保険料の額を確定することができ
ない場合においては、その確定する日までの間
において到来する納期において徴収すべき保険
料に限り、当該第１号被保険者について、その
者の前々年の合計所得金額及び前年度の特別区
民税の課税非課税の別並びに賦課期日（前条第
１項に該当する者については、当該資格を取得
した日。以下この項において同じ。）現在のそ
の者が属する世帯の世帯員の前年度の特別区民
税の課税非課税の別により、賦課期日において
第14条に基づき算定した保険料の額を当該年度
の当該保険料に係る納期の数で除して得た額
（区長が必要と認める場合においては、当該額
の範囲内において区長が定める額とする。）を、
それぞれの納期に係る保険料として普通徴収す
る。
２ 前項の規定により保険料を賦課した場合にお
いて、当該保険料の額が当該年度分の保険料の
額に満たないこととなるときは、当該年度分の
保険料の額が確定した日以後においてその不足
額を徴収し、すでに徴収した保険料の額が当該
年度分の保険料の額を超えることとなるとき
は、その過納額を還付し、又は当該第１号被保
険者の未納に係る徴収金に充当する。
（普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申
出等）
第18条 前条第１項の規定により保険料を賦課し
た場合において、当該年度分の保険料の額が前
年度の保険料の額の２分の１に相当する額に満
たないこととなると認められるときは、同項の
規定により保険料を普通徴収されることとなる
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別紙
者は、同項の規定により算定された保険料の額
について、地方自治法（昭和22年法律第67号）
第231条の規定による納入の通知を受けた日か
ら30日以内に区長に同項の規定によって徴収さ
れる保険料の額の修正を申し出ることができ
る。
２ 前項の規定による修正の申出があった場合に
おいて、当該申出について相当の理由があると
認められるときは、区長は、当該年度分の保険
料の額の見積額を基礎として、前条第１項の規
定により徴収する保険料の額を修正しなければ
ならない。
第19条から第23条

（現行に同じ）

第19条から第23条

（略）

（保険料に関する申告）
（保険料に関する申告）
第24条 第１号被保険者は、毎年度４月30日まで 第24条 第１号被保険者は、毎年度４月30日まで
（保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格 （保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格
を取得した者は、当該資格を取得した日から30 を取得した者は、当該資格を取得した日から30
日以内）に、第１号被保険者本人の所得状況並 日以内）に、第１号被保険者本人の所得状況並
びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世 びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世
帯に属する者の特別区民税（市町村民税を含 帯に属する者の特別区民税の課税の有無その他
む。）の課税の有無その他区長が必要と認める 区長が必要と認める事項を記載した申告書を区
事項を記載した申告書を区長に提出しなければ 長に提出しなければならない。ただし、当該第
ならない。ただし、当該第１号被保険者並びに １号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯
当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に 主その他その世帯に属する者の所得につき地方
属する者の所得につき地方税法第317条の２第 税法第317条の２第１項の申告書（当該第１号被
１項の申告書（当該第１号被保険者並びに当該 保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主その
者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属す 他その世帯に属する者のすべてが同法第317条
る者のすべてが同法第317条の２第１項に規定 の２第１項に規定する給与所得以外の所得又は
する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る 公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ
所得以外の所得を有しなかった者である場合に た者である場合には、同法第317条の６第１項又
は、同法第317条の６第１項又は第３項の給与支 は第３項の給与支払報告書又は公的年金等支払
払報告書又は公的年金等支払報告書）が区長に 報告書）が区長に提出されている場合において
提出されている場合においては、この限りでな は、この限りでない。
い。
第25条から第37条まで

（現行に同じ）

第25条から第37条まで

附 則
この条例は、令和５年４月１日から施行する。
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（略）

保健福祉部資料１－２
令和４年２月 28 日

普通徴収における介護保険料の賦課・徴収方法の変更（令和５年度～）
【対象者】対象年金が年額 18 万円未満の方、65 歳到達・転入等により、特別徴収
が開始されるまでの方（全体の 17％程度、約 2,500 人）
【徴収方法】納付書で被保険者が直接納付するか、口座振替により納期限日に引き
落とす。
ケース：令和２年度は第６段階（年額 73,100 円）だった人が、令和３年度の確
定保険料が第９段階（113,400 円）となった場合

確定
賦課

確定
賦課

仮徴収

暫定
賦課

（賦課方法の変更前：現在の運用）
徴収月
暫定賦課 確定賦課
1 期（4 月)
6,200 円
―
2 期（5 月)
6,200 円
―
3 期（6 月)
6,200 円
―
4 期（7 月）
―
10,800 円
5 期（8 月）
―
10,500 円
6 期（9 月）
―
10,500 円
7 期（10 月）
―
10,500 円
8 期（11 月）
―
10,500 円
9 期（12 月）
―
10,500 円
10 期（1 月）
―
10,500 円
11 期（2 月）
―
10,500 円
12 期（3 月）
―
10,500 円
年間保険料額
113,400 円

保険料額
算定根拠
前々年の合計所得金額及び４月１日
時点の世帯構成を基に算出した額を
12 で除した額。

（確定第 9 段階 113,400 円－1・2・3
期分 18,600 円）÷9 回＝10,533 円（100
円未満の端数があった場合は 7 月に集
める。）

（賦課方法の変更後：令和５年４月以降の運用）
徴収月
保険料額
４月
－
確定賦課までの間、保険料は徴収しな
５月
－
い。
６月
－
1 期（7 月）
12,600 円
2 期（8 月）
12,600 円
3 期（9 月）
12,600 円
4 期（10 月）
12,600 円 （確定第 9 段階 113,400 円÷9 回＝
5 期（11 月）
12,600 円 12,600 円（100 円未満の端数があった
6 期（12 月）
12,600 円 場合は 7 月に集める。）
7 期（1 月）
12,600 円
8 期（2 月）
12,600 円
9 期（3 月）
12,600 円
年間保険料額

113,400 円

保険料の徴収方法が大きく変更となるため、令和４年度は周知（広報紙、ホーム
４ページ、普通徴収の第１号被保険者への通知（令和４年４月及び７月））を行うこ
ととし、運用変更は令和５年度からとする。
1

（参考資料）
〇

特別徴収について

【対象者】天引き対象年金（老齢・退職年金、遺族年金、障害年金）が年額 18 万
円以上の方（年度途中に転入した方、年度内に 65 歳となった方等は除く。
全体の 83%程度、約 9,500 人）
【徴収方法】千代田区と年金保険者（日本年金機構等）とで、徴収金額等の情報交
換を行い、年金支給（4・6・8・10・12・2 月の年６回）の際に、介護保険料
分を差し引いている。（いわゆる天引き）
ケース：令和２年度は第６段階（年額 73,100 円）で、令和３年２月の天引き
額 13,000 円だった人が、令和３年度の確定保険料が第９段階（年額
113,400 円）となった場合
（賦課方法の変更前：現在の運用）
暫定
賦課

確定
賦課

年金支払
・天引き月

保険料額
暫定賦課

確定賦課

算定根拠

1 期（4 月）

13,000 円

―

仮
2 期（6 月） 徴
収

令和２年度６期（２月）と同額の保
険料

12,300 円

―

(３年度の第６段階 74,500 円－1 期
分 13,000 円)÷5 回＝12,300 円(100
円未満があった場合切捨て)

3 期（8 月）

12,300 円

4 期（10 月）

―

5 期（12 月）

―

6 期（2 月）

―

年間保険料額

22,000 円 (確定第９段階 113,400 円－1・2 期
22,100 円 分 25,300 円)÷4 回＝22,025 円
22,000 円 (100 円未満の端数は 10 月に集め
22,000 円 る。)
113,400 円

（賦課方法の変更後：令和４年４月以降の運用）
暫定
賦課
確定
賦課

年金支払
・天引き月
1 期（4 月） 仮
徴
2 期（6 月）
収
3 期（8 月）

保険料額
暫定賦課
13,000 円

確定賦課
―

13,000 円

―

4 期（10 月）

―

5 期（12 月）

―

21,800 円 (確定第９段階 113,400 円－1・2 期
分 26,000 円)÷4 回＝21,850 円(100
22,000 円
円未満の端数は 10 月に集める。)
21,800 円

6 期（2 月）

―

21,800 円

年間保険料額

―

算定根拠
令和２年度６期（２月）と同額を天
引き

113,400 円

特別徴収においては介護保険法の規定により保険料の暫定賦課をしているた
め、普通徴収と同様の運用はできないが、第１期（４月）から第３期（８月）ま
での間で各徴収額が異なる現在の運用を見直し、保険料の賦課方法のわかりや
すさ向上を図る。（令和４年度～）
2

保健福祉部資料２
令和４年２月２８日

東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について
１

提案理由
令和４・５年度の後期高齢者医療の保険料の改定に際し、保険料の軽減に係る
経費を各区市町村の一般財源から負担金として支弁するにあたり、地方自治法第
291 条の３の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部変更が必
要となる。
また、本規約の変更にあたり、地方自治法第 291 条の 11 の規定に基づき、関係
区市町村の議会の議決が必要である。

２

規約変更の内容
令和４・５年度の２年間の時限措置として、以下の項目に係る区市町村の負担
割合を 100％とする旨を規約の附則に定める。（それに伴う千代田区の令和４年
度の保険料軽減経費は、約 48,048 千円の見込みである。）
（１）審査支払手数料相当額

（２）財政安定化基金拠出金相当額

（３）保険料未収金補塡分相当額

（４）保険料所得割額減額分相当額

（５）葬祭費相当額
３

施行期日
令和４年４月１日

４

新旧対照表
別紙のとおり

＜参考＞
令和４・５年度保険料における抑制策の効果
区分

政令本則に基づく試算

抑制策実施後

差

均等割額

４８，９００円

４６，４００円

▲２，５００円

所得割率

１０．２０％

９．４９％

▲０．７１ポイント

１１０，７１９円

１０４，８４２円

▲５，８７７円

一人当たり
平均保険料額

※一人当たり平均保険料は、広域連合試算による東京都全体の平均値
保険料率・賦課限度額の現行年度との比較
区分

令和２・３年度

令和４・５年度

増減

均等割額

４４，１００円

４６，４００円

２，３００円増

所得割率

８．７２％

９．４９％

０．７７ポイント増

賦課限度額

６４０，０００円

６６０，０００円

２０，０００円増

広域連合規約について（参考）
１

広域連合規約とは
広域連合を設立するにあたっては、関係地方公共団体の議会の協議・議決を経
て規約を定め（地方自治法第 291 条の 11）、都道府県知事の許可を得ることとさ
れています。（同第 284 条第３項）
この規約には、①広域連合の名称、②広域連合を組織する地方公共団体、③区
域、④処理する事務、⑤広域計画の項目、⑥事務所の位置、⑦議会の組織及び議
員の選挙の方法、⑧広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選
任の方法、⑨経費の支弁の方法、などが定められています。（同第 291 条の４）

２

今回の規約変更
令和４年１月 28 日開催の令和４年第１回東京都後期高齢者医療広域連合議会に
おいて、令和４・５年度の保険料率を定めるとともに、令和４・５年度においても
引 き 続き 保険 料軽 減措置 を 行う こと とす る「東 京 都後 期高 齢者 医療広 域 連合 後期
高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」が議決されました。
当該条例改正の中で、令和４・５年度の後期高齢者医療保険料について、保険料
の 軽 減に 係る 経費 を各区 市 町村 の一 般財 源から 負 担金 とし て支 弁する 予 定で ある
ことから、令和４年４月１日付で規約の変更を行う必要があります。
規約の一部を変更する場合には、区市町村議会の議決を経て（同第 291 条の 11）、
広域連合が議決謄本及び区市町村長名の協議書を取りまとめ、令和４年３月 30 日
までに東京都知事に届け出る必要があります。（同 291 条の３第３項）
→下記、規約変更の流れ参照

３

規約変更の流れ
１）広域連合議会

条例改正議決（令和４年 1 月 28 日）

広域連合→各区市町村へ規約変更議案の上程依頼
２）各区市町村

規約変更議案を議会へ上程（２月）

３）各区市町村

議決後に議決謄本を広域連合へ提出（３月）

４）協議書押印、区市町村から広域連合へ提出（３月）
５）広域連合が東京都知事に議決謄本・協議書とともに変更規約を届出
（令和４年３月 30 日まで）

東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約新旧対照表
改
第１条～第１９条
附
１～４
５

正

案

現

（略）

第１条～第１９条

則

附

（略）

１～４

行

（略）

則

（略）

令和４年度分及び令和５年度分 の第１８条第１項第１号に規定する ５ 令和２年度分及び令和３年度分 の第１８条第１項第１号に規定する
関係区市町村の負担金の額については、別表第２中
関係区市町村の負担金の額については、別表第２中
「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保法第１０５条の規定に
「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保法第１０５条の規定に
より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。
）
より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。）
項目
負担割合
項目
負担割合
高齢者医療確保法第９９条第１項及 １００パーセント
高齢者医療確保法第９９条第１項及 １００パーセント
び第２項の規定による繰入金並びに
び第２項の規定による繰入金並びに
保険料その他高齢者医療確保法第４
保険料その他高齢者医療確保法第４
章の規定による徴収金（区、市、町及
章の規定による徴収金（区、市、町及
び村が徴収するものに限る。
）
び村が徴収するものに限る。）
備考
備考
１ 高齢者人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本
１ 高齢者人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本
台帳（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条第１
台帳（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条第１
項の住民基本台帳をいう。以下同じ。
）に基づく満７５歳以上の
項の住民基本台帳をいう。以下同じ。）に基づく満７５歳以上の
人口による。
人口による。
２ 人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本台帳に
２ 人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本台帳に
基づく人口による。
基づく人口による。
」
」
とあるのは、
とあるのは、
「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保法第１０５条の規定に
「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保法第１０５条の規定に
より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。
）
より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。）
項目
負担割合
項目
負担割合
高齢者医療確保法第９９条第１項及 １００パーセント
高齢者医療確保法第９９条第１項及 １００パーセント
1

び第２項の規定による繰入金並びに
保険料その他高齢者医療確保法第４
章の規定による徴収金（区、市、町及
び村が徴収するものに限る。
）
４ 関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求め
る経費
項目
負担割合
審査支払手数料相当額
１００パーセント
財政安定化基金拠出金相当額
１００パーセント
保険料未収金補塡分相当額
１００パーセント
保険料所得割額減額分相当額
１００パーセント
葬祭費相当額
１００パーセント
備考
１ 高齢者人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本
台帳（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条第１
項の住民基本台帳をいう。以下同じ。
）に基づく満７５歳以上の
人口による。
２ 人口割については、前年度の 1 月 1 日現在の住民基本台帳に
基づく人口による。
３ 財政安定化基金拠出金相当額については、前期高齢者交付金
及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成
１９年政令第３２５号）第１９条第１項に規定する都道府県の
条例で定める割合を、令和４年４月１日現在 の東京都の条例で
定める割合で算定された額とする。

び第２項の規定による繰入金並びに
保険料その他高齢者医療確保法第４
章の規定による徴収金（区、市、町及
び村が徴収するものに限る。）
４ 関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求め
る経費
項目
負担割合
審査支払手数料相当額
１００パーセント
財政安定化基金拠出金相当額
１００パーセント
保険料未収金補塡分相当額
１００パーセント
保険料所得割額減額分相当額
１００パーセント
葬祭費相当額
１００パーセント
備考
１ 高齢者人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本
台帳（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条第１
項の住民基本台帳をいう。以下同じ。）に基づく満７５歳以上の
人口による。
２ 人口割については、前年度の 1 月 1 日現在の住民基本台帳に
基づく人口による。
３ 財政安定化基金拠出金相当額については、前期高齢者交付金
及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成
１９年政令第３２５号）第１９条第１項に規定する都道府県の
条例で定める割合を、令和２年４月１日現在 の東京都の条例で
定める割合で算定された額とする。
」

とする。
附

」
とする。

則（令和４年３月３１日東京都知事届出）

（施行期日）
１ この規約は、令和４年４月１日から施行する。
2

（経過措置）
２ この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約（以下「変
更後の規約」という。）附則第５項の規定は、令和４年度分以降の変更
後の規約第１８条第１項第１号に規定する関係区市町村の負担金（以下
単に「関係区市町村の負担金」という。）について適用し、令和３年度
分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。
別表第１・別表第２

別表第１・別表第２

（略）

3

（略）

保健福祉部資料３
令和４年２月 28 日

千代田区国民健康保険条例の一部を改正する条例
１

概要
国民健康保険事業の安定的運営のため、令和４年度国民健康保険料率の改定等を行う
・千代田区独自の保険料率を設定
・未就学児の保険料（均等割）の減額措置を設定
・結核医療給付金の受給対象者年齢を引き下げ（20 歳以上→18 歳以上）
・法定外繰入金を昨年度以下に抑制

２

改正内容
(１) 保険料率・賦課割合・賦課限度額の改正

●医療分・後期高齢者支援金分
令和４年度

令和３年度

保
険
料
率

(対前年度比)

医療分

支援金分

医療＋支援金

医療分

支援金分

医療＋支援金

所得割率

7.25%

2.04%

9.29%

7.30%

1.98%

9.28%

(-0.01P)

均等割額

37,300円

11,000円

48,300円

37,800円

11,500円

49,300円

(+1,000円)

71：29

70：30

―

72：28

71：29

―

63万円

19万円

82万円

65万円

20万円

85万円

賦課割合
(所得割：均等割)

賦課限度額

(+3万円)

●介護納付金分（40～64歳の方）

保
険
料
率

令和３年度

令和４年度

(対前年度比)

所得割率

1.21%

1.22%

(+0.01P)

均等割額

14,200円

16,100円

(+1,900円)

61：39

58：42

17万円

17万円

賦課割合
(所得割：均等割)

賦課限度額

(±0万円)

(２) 未就学児への保険料（均等割）減額措置
減額区分

保険料区分
計〔基礎分(医療)＋支援金分〕

７割減額

減額後

7,395円

7,395円

基礎分（医療）

37,800円

11,340円

5,670円

5,670円

後期高齢者支援金分

11,500円

3,450円

1,725円

1,725円

49,300円

24,650円

12,325円

12,325円

基礎分（医療）

37,800円

18,900円

9,450円

9,450円

後期高齢者支援金分

11,500円

5,750円

2,875円

2,875円

49,300円

39,440円

19,720円

19,720円

基礎分（医療）

37,800円

30,240円

15,120円

15,120円

後期高齢者支援金分

11,500円

9,200円

4,600円

4,600円

49,300円

49,300円

24,650円

24,650円

基礎分（医療）

37,800円

37,800円

18,900円

18,900円

後期高齢者支援金分

11,500円

11,500円

5,750円

5,750円

計〔基礎分(医療)＋支援金分〕

軽減なし

減額する額
（未就学児減額分）

14,790円

計〔基礎分(医療)＋支援金分〕

２割減額

減額後均等割額
（未就学児減額前）

49,300円

計〔基礎分(医療)＋支援金分〕

５割減額

均等割額

(３) 結核医療給付金の受給対象者の年齢引き下げ
結核医療給付金の受給対象者を 20 歳以上から 18 歳以上に引き下げる。
３

４

施行期日
令和４年４月１日から施行する。
経過措置
改正後の規定は、令和４年度分の保険料から適用し、令和３年度分までの保険料につ
いては、なお従前の例による。

千代田区国民健康保険条例新旧対照表
新（改正後）
旧（現 行）
（結核・精神医療給付金）
（結核・精神医療給付金）
第12条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の 第12条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法 予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律（平成10年法律第114号）第37条の２第１項（同 律（平成10年法律第114号）第37条の２第１項（同
法第64条第１項の規定により読み替えられる場 法第64条第１項の規定により読み替えられる場
合を含む。）の規定による負担において医療に 合を含む。）の規定による負担において医療に
関する給付を受ける場合であつて、次の各号に 関する給付を受ける場合であつて、次の各号に
掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定め 掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定め
る者が、第３項に定める結核医療給付金の申請 る者が、第３項に定める結核医療給付金の申請
のあつた月の属する年度（申請のあつた月が４ のあつた月の属する年度（申請のあつた月が４
月又は５月の場合にあつては、前年度）分の特 月又は５月の場合にあつては、前年度）分の特
別区民税（市町村民税を含むものとし、地方税 別区民税（市町村民税を含むものとし、地方税
法（昭和25年法律第226号）第328条の規定によ 法（昭和25年法律第226号）第328条の規定によ
つて課する所得割を除く。以下この条において つて課する所得割を除く。以下この条において
同じ。）が課されない者（条例の定めるところ 同じ。）が課されない者（条例の定めるところ
により当該特別区民税を免除された者を含む。） により当該特別区民税を免除された者を含む。）
である場合に支給する。
である場合に支給する。
(１) 18歳以上の被保険者 当該被保険者
(１) 20歳以上の被保険者 当該被保険者
(２) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属 (２) 20歳未満の被保険者 当該被保険者の属
する世帯の世帯主
する世帯の世帯主
２～６ （現行に同じ）
２～６ （略）
（一般被保険者に係る基礎賦課総額）
（一般被保険者に係る基礎賦課総額）
第14条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者 第14条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者
（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者 （法附則第７条第１項に規定する退職被保険者
等（以下「退職被保険者等」という。）以外の 等（以下「退職被保険者等」という。）以外の
被保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課 被保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課
額（第19条の２及び第19 条の４の規定により基 額（第19条の２の規定により基礎賦課額を減額
礎賦課額を減額するものとした場合にあつて するものとした場合にあつては、その減額する
は、その減額することとなる額を含む。）の総 こととなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦
額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１ 課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見
号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の 込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した
見込額を控除した額を基準として算定した額と 額を基準として算定した額とする。
する。
(１) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (１) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア （現行に同じ）
ア （略）
イ （現行に同じ）
イ （略）
ウ 法第81条の２第５項の財政安定化基金拠
ウ 法第81条の２第４項の財政安定化基金拠
出金の納付に要する費用の額
出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の２第10項第２号に規定する財
エ 法第81条の２第９項第２号に規定する財
政安定化基金事業借入金の償還に要する費
政安定化基金事業借入金の償還に要する費
用の額
用の額
オ （現行に同じ）
オ （略）
カ （現行に同じ）
カ （略）
(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (２) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア （現行に同じ）
ア （略）
イ （現行に同じ）
イ （略）
ウ （現行に同じ）
ウ （略）

1/8

エ

その他国民健康保険事業に要する費用
エ その他国民健康保険事業に要する費用
（国民健康保険の事務の執行に要する費用
（国民健康保険の事務の執行に要する費用
を除く。）のための収入（法附則第９条第
を除く。）のための収入（法附則第９条第
１項の規定により読み替えられた法第72条
１項の規定により読み替えられた法第72条
の３第１項及び第72条の３の２第１項の規
の３第１項の規定による繰入金及び国民健
定による繰入金並びに国民健康保険保険給
康保険保険給付費等交付金（退職被保険者
付費等交付金（退職被保険者等の療養の給
等の療養の給付等に要する費用に係るもの
付等に要する費用に係るものに限る。）を
に限る。）を除く。）の額
除く。）の額
（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率）
第15条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保 第15条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保
険料率は、次のとおりとする。
険料率は、次のとおりとする。
(１) 所得割 100分の7.30（一般被保険者に係 (１) 所得割 100分の7.25（一般被保険者に係
る基礎賦課総額の100分の72に相当する額を
る基礎賦課総額の100分の71に相当する額を
一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前
一般被保険者に係る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の
年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の
見込額（法施行令第29条の７第２項第４号た
見込額（法施行令第29条の７第２項第４号た
だし書に規定する場合にあつては、国民健康
だし書に規定する場合にあつては、国民健康
保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号。
保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号。
以下「省令」という。）第32条の９に規定す
以下「省令」という。）第32条の９に規定す
る方法により補正された後の金額）の総額で
る方法により補正された後の金額）の総額で
除して得た数）
除して得た数）
(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき３ (２) 被保険者均等割 被保険者１人につき３
万7,800円（一般被保険者に係る基礎賦課総額
万7,300円（一般被保険者に係る基礎賦課総額
の100分の28に相当する額を当該年度の前年
の100分の29に相当する額を当該年度の前年
度及びその直前の２か年度の各年度における
度及びその直前の２か年度の各年度における
一般被保険者の見込数等を勘案して算定した
一般被保険者の見込数等を勘案して算定した
数で除して得た額）
数で除して得た額）
（基礎賦課限度額）
（基礎賦課限度額）
第15条の８ 第14条の４又は第15条の５の基礎賦 第15条の８ 第14条の４又は第15条の５の基礎賦
課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の 課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の
世帯に属する場合には、第14条の４の基礎賦課 世帯に属する場合には、第14条の４の基礎賦課
額と第15条の５の基礎賦課額との合算額をい 額と第15条の５の基礎賦課額との合算額をい
う。第19条、第19条の２及び第19 条の４におい う。第19条及び第19条の２において同じ。）は、
て同じ。）は、65万円を超えることができない。 63万円を超えることができない。
（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課
総額）
総額）
第15条の９ 保険料の賦課額のうち一般被保険者 第15条の９ 保険料の賦課額のうち一般被保険者
に係る後期高齢者支援金等賦課額（第19条の２ に係る後期高齢者支援金等賦課額（第19条の２
及び第19条の４の規定により後期高齢者等支援 の規定により後期高齢者等支援金賦課額を減額
金賦課額を減額するものとした場合にあつて するものとした場合にあつては、その減額する
は、その減額することとなる額を含む。）の総 こととなる額を含む。）の総額（以下「後期高
額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」とい 齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号
う。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２ に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見
号に掲げる額の見込額を控除した額を基準とし 込額を控除した額を基準として算定した額とす
て算定した額とする。
る。
(１) （現行に同じ）
(１) （略）
(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (２) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア （現行に同じ）
ア （略）
イ その他国民健康保険事業に要する費用
イ その他国民健康保険事業に要する費用
（国民健康保険事業費納付金の納付に要す
（国民健康保険事業費納付金の納付に要する
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る費用に限る。）のための収入（法附則第
費用に限る。）のための収入（法附則第９条
９条第１項の規定により読み替えられた法
第１項の規定により読み替えられた法第72条
第72条の３第１項及び第72条の３の２第１
の３第１項の規定による繰入金を除く。）の
項の規定による繰入金を除く。）の額
額
（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課
額の保険料率）
額の保険料率）
第15条の12 一般被保険者に係る後期高齢者支援 第15条の12 一般被保険者に係る後期高齢者支援
金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(１) 所得割 100分の1.98（一般被保険者に係 (１) 所得割 100分の2.04（一般被保険者に係
る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の71 る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の70に
に相当する額を一般被保険者に係る賦課期日 相当する額を一般被保険者に係る賦課期日の属
の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得
総所得金額等の見込額（法施行令第29条の７ 金額等の見込額（法施行令第29条の７第３項第
第３項第４号ただし書に規定する場合にあつ ４号ただし書に規定する場合にあつては、省令
ては、省令第32条の９の２に規定する方法に 第32条の９の２に規定する方法により補正され
より補正された後の金額）の総額で除して得 た後の金額）の総額で除して得た数）
た数）
(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき１ (２) 被保険者均等割 被保険者１人につき１
万1,500円（一般被保険者に係る後期高齢者支
万1,000円（一般被保険者に係る後期高齢者支
援金等賦課総額の100分の29に相当する額を
援金等賦課総額の100分の30に相当する額を
当該年度の前年度及びその直前の２か年度の
当該年度の前年度及びその直前の２か年度の
各年度における一般被保険者の見込数等を勘
各年度における一般被保険者の見込数等を勘
案して算定した数で除して得た額）
案して算定した数で除して得た額）
（後期高齢者支援金等賦課限度額）
（後期高齢者支援金等賦課限度額）
第15条の16 第15条の10又は第15条の13の後期高 第15条の16 第15条の10又は第15条の13の後期高
齢者支援金等賦課額（一般被保険者と退職被保 齢者支援金等賦課額（一般被保険者と退職被保
険者等が同一の世帯に属する場合には、第15条 険者等が同一の世帯に属する場合には、第15条
の10の後期高齢者支援金等賦課額と第15条の13 の10の後期高齢者支援金等賦課額と第15条の13
の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をい の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をい
う。第19条、第19条の２及び第19 条の４におい う。第19条及び第19条の２において同じ。）は、
て同じ。）は、20万円を超えることができない。 19万円を超えることができない。
（介護納付金賦課額の保険料率）
（介護納付金賦課額の保険料率）
第16条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介護 第16条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介護
納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(１) 所得割 100分の1.22（介護納付金賦課総 (１) 所得割 100分の1.21（介護納付金賦課総
額の100分の58に相当する額を介護納付金賦
額の100分の61に相当する額を介護納付金賦
課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年
課被保険者に係る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の見
の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見
込額（法施行令第29条の７第４項第４号ただ
込額（法施行令第29条の７第４項第４号ただ
し書に規定する場合にあつては、省令第32条
し書に規定する場合にあつては、省令第32条
の10に規定する方法により補正された後の金
の10に規定する方法により補正された後の金
額）の総額で除して得た数）
額）の総額で除して得た数）
(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき１ (２) 被保険者均等割 被保険者１人につき１
万6,100円（介護納付金賦課総額の100分の42
万4,200円（介護納付金賦課総額の100分の39
に相当する額を当該年度の前年度及びその直
に相当する額を当該年度の前年度及びその直
前の２か年度の各年度における介護納付金賦
前の２か年度の各年度における介護納付金賦
課被保険者の見込数等を勘案して算定した数
課被保険者の見込数等を勘案して算定した数
で除して得た額）
で除して得た額）
（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又 （賦課期日後において納付義務の発生、消滅又
は被保険者数の異動等があつた場合）
は被保険者数の異動等があつた場合）
第19条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生 第19条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生
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した場合、１世帯に属する被保険者数が増加若 した場合、１世帯に属する被保険者数が増加若
しくは減少した場合、１世帯に属する被保険者 しくは減少した場合、１世帯に属する被保険者
が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは
介護納付金賦課被保険者でなくなつた場合又 介護納付金賦課被保険者でなくなつた場合又
は法施行令第29条の７の２第２項に規定する は法施行令第29条の７の２第２項に規定する
特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者 特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者
等」という。）となつた場合における当該納付 等」という。）となつた場合における当該納付
義務者に係る第14条の４若しくは第15条の５ 義務者に係る第14条の４、第15条の５の額若し
の額、第15条の10若しくは第15条の13の額、第 くは第15条の10、第15条の13の額、第16条の２
16条の２の額又は次条各号若しくは第19条の の額又は次条各号に定める額の算定は、それぞ
４各号に定める額の算定は、それぞれ、その納 れ、その納付義務が発生した日、被保険者数が
付義務が発生した日、被保険者数が増加若しく 増加若しくは減少した日（法第６条第１号から
は減少した日（法第６条第１号から第８号まで 第８号までの規定のいずれかに該当したこと
の規定のいずれかに該当したことにより被保 により被保険者数が減少した場合においては、
険者数が減少した場合においては、その減少し その減少した日が月の初日であるときに限り、
た日が月の初日であるときに限り、その前日と その前日とする。）、１世帯に属する被保険者
する。）、１世帯に属する被保険者が介護納付 が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは
金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金 介護納付金賦課被保険者でなくなつた日又は
賦課被保険者でなくなつた日又は特例対象被 特例対象被保険者等となつた日の属する月か
保険者等となつた日の属する月から、月割をも ら、月割をもつて行う。
つて行う。
２ 保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅した ２ 保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅した
場合における当該納付義務者に係る第14条の４ 場合における当該納付義務者に係る第14条の
若しくは第15条の５の額、第15条の10若しくは ４、第15条の５の額若しくは第15条の10、第15
第15条の13の額、第16条の２の額又は次条各号 条の13の額、第16条の２の額又は次条各号に定
若しくは第19条の４各号に定める額の算定は、 める額の算定は、その納付義務が消滅した日（法
その納付義務が消滅した日（法第６条第１号か 第６条第１号から第８号までの規定のいずれか
ら第８号までの規定のいずれかに該当したこと に該当したことにより納付義務が消滅した場合
により納付義務が消滅した場合においては、そ においては、その消滅した日が月の初日である
の消滅した日が月の初日であるときに限り、そ ときに限り、その前日とする。）の属する月の
の前日とする。）の属する月の前月まで、月割 前月まで、月割をもつて行う。
をもつて行う。
（低所得者に係る保険料の減額）
（保険料の減額）
第 19 条の２ 次の各号に該当する納付義務者に 第 19 条の２ 次の各号に該当する納付義務者に
対して課する保険料の額は、第 14 条の４又は第 対して課する保険料の額は、第 14 条の４又は第
15 条の５の基礎賦課額から、それぞれ当該各号 15 条の５の基礎賦課額から、それぞれ当該各号
のアに定める額を減額して得た額（当該減額し のアに定める額を減額して得た額（当該減額し
て得た額が 65 万円を超える場合には、65 万円） て得た額が 63 万円を超える場合には、63 万円）
及び第 15 条の 10 又は第 15 条の 13 の後期高齢 及び第 15 条の 10 又は第 15 条の 13 の後期高齢
者支援金等賦課額から、それぞれ当該各号のイ 者支援金等賦課額から、それぞれ当該各号のイ
に定める額を減額して得た額（当該減額して得 に定める額を減額して得た額（当該減額して得
た額が 20 万円を超える場合には、20 万円）並 た額が 19 万円を超える場合には、19 万円）並
びに第 16 条の２の介護納付金賦課額から、それ びに第 16 条の２の介護納付金賦課額から、それ
ぞれ当該各号のウに定める額を減額して得た額 ぞれ当該各号のウに定め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 （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。
には、17 万円）の合算額とする。
(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦 (１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦
課期日後に保険料の納付義務が発生した場合
課期日後に保険料の納付義務が発生した場合
にはその発生した日とする。）現在において
にはその発生した日とする。）現在において
その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯
その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯
所属者（法第６条第８号に該当することによ
所属者（法第６条第８号に該当することによ
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り被保険者の資格を喪失した者であつて、当
該資格を喪失した日の前日以後継続して同一
の世帯に属する者をいう。以下同じ。）につ
き算定した地方税法第314条の２第１項に規
定する総所得金額（同法第317条の２第１項第
２号に規定する青色専従者給与額又は同法第
313条第５項に規定する事業専従者控除額に
ついては、同条第３項、第４項又は第５項の
規定を適用せず、所得税法（昭和40年法律第
33号）第57条第１項、第３項又は第４項の規
定の例によらないものとし、地方税法第314
条の２第１項に規定する山林所得金額及び他
の所得と区分して計算される所得の金額（同
法附則第33条の２第５項に規定する上場株式
等に係る配当所得等の金額（同法附則第35条
の２の６第11項又は第15項の規定の適用があ
る場合には、その適用後の金額）、同法附則
第33条の３第５項に規定する土地等に係る事
業所得等の金額、同法附則第34条第４項に規
定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条
第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法
附則第35条の２第５項に規定する一般株式等
に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の
３第15項の規定の適用がある場合には、その
適用後の金額）、同法附則第35条の２の２第
５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等
の金額（同法附則第35条の２の６第15項又は
第35条の３第13項若しくは第15項の規定の適
用がある場合には、その適用後の金額）、同
法附則第35条の４第４項に規定する先物取引
に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４
の２第７項の規定の適用がある場合には、そ
の適用後の金額）、外国居住者等の所得に対
する相互主義による所得税等の非課税等に関
する法律第８条第２項に規定する特例適用利
子等の額、同条第４項に規定する特例適用配
当等の額、租税条約等実施特例法第３条の２
の２第10項に規定する条約適用利子等の額及
び同条第12項に規定する条約適用配当等の額
をいう。以下この条において同じ。）の算定
についても同様とする。以下この条において
同じ。）及び山林所得金額並びに他の所得と
区分して計算される所得の金額の合算額が、
地方税法第314条の２第２項第１号に規定す
る金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属
する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号
及び第３号において「世帯主等」という。）
のうち給与所得を有する者（前年中に同条第
１項に規定する総所得金額に係る所得税法第
28条第１項に規定する給与所得について同条
第３項に規定する給与所得控除額の控除を受
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り被保険者の資格を喪失した者であつて、当
該資格を喪失した日の前日以後継続して同一
の世帯に属する者をいう。以下同じ。）につ
き算定した地方税法第314条の２第１項に規
定する総所得金額（同法第317条の２第１項第
２号に規定する青色専従者給与額又は同法第
313条第５項に規定する事業専従者控除額に
ついては、同条第３項、第４項又は第５項の
規定を適用せず、所得税法（昭和40年法律第
33号）第57条第１項、第３項又は第４項の規
定の例によらないものとし、地方税法第314
条の２第１項に規定する山林所得金額及び他
の所得と区分して計算される所得の金額（同
法附則第33条の２第５項に規定する上場株式
等に係る配当所得等の金額（同法附則第35条
の２の６第11項又は第15項の規定の適用があ
る場合には、その適用後の金額）、同法附則
第33条の３第５項に規定する土地等に係る事
業所得等の金額、同法附則第34条第４項に規
定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条
第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法
附則第35条の２第５項に規定する一般株式等
に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の
３第15項の規定の適用がある場合には、その
適用後の金額）、同法附則第35条の２の２第
５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等
の金額（同法附則第35条の２の６第15項又は
第35条の３第13項若しくは第15項の規定の適
用がある場合には、その適用後の金額）、同
法附則第35条の４第４項に規定する先物取引
に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４
の２第７項の規定の適用がある場合には、そ
の適用後の金額）、外国居住者等の所得に対
する相互主義による所得税等の非課税等に関
する法律第８条第２項に規定する特例適用利
子等の額、同条第４項に規定する特例適用配
当等の額、租税条約等実施特例法第３条の２
の２第10項に規定する条約適用利子等の額及
び同条第12項に規定する条約適用配当等の額
をいう。以下この条において同じ。）の算定
についても同様とする。以下この条において
同じ。）及び山林所得金額並びに他の所得と
区分して計算される所得の金額の合算額が、
地方税法第314条の２第２項第１号に規定す
る金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属
する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号
及び第３号において「世帯主等」という。）
のうち給与所得を有する者（前年中に同条第
１項に規定する総所得金額に係る所得税法第
28条第１項に規定する給与所得について同条
第３項に規定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給与等の収入
けた者（同条第１項に規定する給与等の収入
金額が55万円を超える者に限る。）をいう。
金額が55万円を超える者に限る。）をいう。
以下この号において同じ。）の数及び公的年
以下この号において同じ。）の数及び公的年
金等に係る所得を有する者（前年中に地方税
金等に係る所得を有する者（前年中に地方税
法第314条の２第１項に規定する総所得金額
法第314条の２第１項に規定する総所得金額
に係る所得税法第35条第３項に規定する公的
に係る所得税法第35条第３項に規定する公的
年金等に係る所得について同条第４項に規定
年金等に係る所得について同条第４項に規定
する公的年金等控除額の控除を受けた者（年
する公的年金等控除額の控除を受けた者（年
齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の
齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の
収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65
収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65
歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入
歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入
金額が110万円を超える者に限る。）をいい、
金額が110万円を超える者に限る。）をいい、
給与所得を有する者を除く。）の数の合計数
給与所得を有する者を除く。）の数の合計数
（以下この条において「給与所得者等の数」
（以下この条において「給与所得者等の数」
という。）が２以上の場合にあつては、地方
という。）が２以上の場合にあつては、地方
税法第314条の２第２項第１号に規定する金
税法第314条の２第２項第１号に規定する金
額に当該給与所得者等の数から１を減じた数
額に当該給与所得者等の数から１を減じた数
に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）を
に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）を
超えない世帯に係る保険料の納付義務者
超えない世帯に係る保険料の納付義務者
ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額
ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被
被保険者１人について２万6,460円
保険者１人について２万6,110円
イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保
イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険
険者均等割額 被保険者１人について
者均等割額 被保険者１人について7,700
8,050円
円
ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等
ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割
割額 被保険者１人について１万1,270円
額被保険者１人について9,940円
(２) 前号に規定する総所得金額及び山林所得 (２) 前号に規定する総所得金額及び山林所得
金額並びに他の所得と区分して計算される所
金額並びに他の所得と区分して計算される所
得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第
得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第
２項第１号に規定する金額（世帯主等のうち
２項第１号に規定する金額（世帯主等のうち
給与所得者等の数が２以上の場合にあつて
給与所得者等の数が２以上の場合にあつて
は、同号に規定する金額に当該給与所得者等
は、同号に規定する金額に当該給与所得者等
の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た
の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た
金額を加えた金額）に28万5,000円に当該年度
金額を加えた金額）に28万5,000円に当該年度
の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納
の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納
付義務が発生した場合にはその発生した日と
付義務が発生した場合にはその発生した日と
する。）現在において、その世帯に属する被
する。）現在において、その世帯に属する被
保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計
保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計
数を乗じて得た額を加算した金額を超えない
数を乗じて得た額を加算した金額を超えない
世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号
世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号
に該当する者以外のもの
に該当する者以外のもの
ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額
ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額
被保険者１人について１万8,900円
被保険者１人について１万8,650円
イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保
イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保
険者均等割額 被保険者１人について
険者均等割額 被保険者１人について
5,750円
5,500円
ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等
ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等
割額 被保険者１人について8,050円
割額 被保険者１人について7,100円
(３) 第１号に規定する総所得金額及び山林所 (３) 第１号に規定する総所得金額及び山林所
得金額並びに他の所得と区分して計算される
得金額並びに他の所得と区分して計算される
所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２
所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２
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第２項第１号に規定する金額（世帯主等のう
ち給与所得者等の数が２以上の場合にあつて
は、同号に規定する金額に当該給与所得者等
の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た
金額を加えた金額）に52万円に当該年度の保
険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義
務が発生した場合にはその発生した日とす
る。）現在において、その世帯に属する被保
険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数
を乗じて得た額を加算した金額を超えない世
帯に係る保険料の納付義務者であつて前２号
に該当する者以外のもの
ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額
被保険者１人について7,560円
イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保
険者均等割額 被保険者１人について
2,300円
ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等
割額 被保険者１人について3,220円
(未就学児に係る保険料の減額)
第19条の４ 当該年度において、納付義務者の属
する世帯に６歳に達する日以後の最初の３月31
日以前である被保険者（以下「未就学児」とい
う。）がある場合における当該未就学児に係る
当該年度分の被保険者均等割額（第19条の２に
規定する金額を減額するものとした場合にあっ
ては、その減額後の被保険者均等割額）は、当
該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区
分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額
して得た額とする。
(１ ) 基 礎賦課 額に 係る 被保 険者 均等割額
次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就
学児１人について次に定める額
ア 第19条の２第１号アに規定する金額を減
額した世帯 5,670円
イ 第19条の２第２号アに規定する金額を
減額した世帯 9,450円
ウ 第19条の２第３号アに規定する金額を減
額した世帯 １万5,120円
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯
１万8,900円
(２) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保
険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応
じ、それぞれ未就学児１人について次に定
める額
ア 第19条の２第１号イに規定する金額を減
額した世帯 1,725円
イ 第19条の２第２号イに規定する金額を
減額した世帯 2,875円
ウ 第19条の２第３号イに規定する金額を減
額した世帯 4,600円
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第２項第１号に規定する金額（世帯主等のう
ち給与所得者等の数が２以上の場合にあつて
は、同号に規定する金額に当該給与所得者等
の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た
金額を加えた金額）に52万円に当該年度の保
険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義
務が発生した場合にはその発生した日とす
る。）現在において、その世帯に属する被保
険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数
を乗じて得た額を加算した金額を超えない世
帯に係る保険料の納付義務者であつて前２号
に該当する者以外のもの
ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額
被保険者１人について7,460円
イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保
険者均等割額 被保険者１人について
2,200円
ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等
割額 被保険者１人について2,840円

エ

アからウまでに掲げる世帯以外の世帯
5,750円

附 則
（施行期日）
１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この条例による改正後の千代田区国民健康
保険条例の規定は、令和４年度分の保険料か
ら適用し、令和３年度分までの保険料につい
ては、なお従前の例による。
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保健福祉部資料４
令和４年２月 28 日

（仮称）神田錦町三丁目施設の高齢者施設及び障害者支援施設
の運営予定者の選定結果について
千代田区における将来的な高齢者・障害者数の増加を見据えて、区民が住み慣れた地域
で安心して暮らし続けられるよう、旧千代田保健所敷地に、高齢者施設、障害者支援施設、
地域交流スペース等を有する（仮称）神田錦町三丁目施設（以下「本施設」という。）の整
備に向け、令和８年度共用開始を予定して準備を進めている。
本施設の整備に向けては、高齢者施設、障害者支援施設の運営予定者をそれぞれ選定し、
本施設の設計にこれらの運営予定者の意見を取り入れ、運営予定者及び施設利用者双方に
より利便性の高い施設にすることとした。
本施設の高齢者施設及び障害者支援施設の運営予定者を選定するため、高齢者施設と障
害者支援施設それぞれで運営予定者選定委員会を設置し、公募を実施した。
このたび、各選定委員会における審議・審査を経て、高齢者施設及び障害者支援施設の運
営予定者を決定したため、報告する。
１ 本施設の整備概要
施設名

（仮称）神田錦町三丁目施設

所在地

千代田区神田錦町３丁目 10 番

施設規模

未定：地上９階建てを計画
敷地面積：694 ㎡、建ぺい率：80％、容積率：600％
１階
２階
３～５階

施設内容

施設入口、ロビー、駐車場
地域交流スペース
障害者支援施設
日中サービス支援型共同生活援助、短期入所、
事業者提案施設
高齢者施設
認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居
宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護
防災備蓄機能等

６～８階

９階
供用開始
（予定）

令和８年度

1

２

高齢者施設の選定結果について
(１) 委員会開催及び募集実施日程
令和３年８月 25 日 第１回（仮称）神田錦町三丁目施設（高齢者施設）運営予定
者選定委員会（以下「高齢者施設選定委員会」という。）
９月 22 日 第２回高齢者施設選定委員会（書面開催）
10 月８日 公募開始
11 月 12 日 資格審査書類受付締切
12 月 22 日 提案書受付締切
令和４年１月 24 日 第３回高齢者施設選定委員会（提案審査）
２月 7 日 区長報告
(２) 選定結果
① 運営予定者
社会福祉法人 新生寿会
理事長 佐々木 健
岡山県井原市木之子町 2416 番地１
② 次点
社会福祉法人 奉優会
理事長 香取 眞惠子
世田谷区駒沢一丁目 4 番 15 号 真井ビル
(３)

評価内容
配点

新生寿会
（運営予定者）

奉優会
（次点）

事業実施方針

180

128.50

107.50

事業遂行能力

210

147.50

142.25

運営計画

330

221.25

201.25

地域との連携・地域貢献

90

57.50

47.50

事業協力

30

16.25

16.25

その他の提案

60

47.50

30.00

合計

900

618.50

544.75

評価項目

※

５者から応募を受け、内２者は途中辞退、１者は審査の結果選外となった。

2

（高齢者施設の運営予定者に対する委員の評価）
・ 認知症ケアの優位性・実績があり、様々なバリエーションの認知症や重度認知症
への対応、個別ケアが徹底されている。
（認知症高齢者への思いやり、配慮が感じら
れた。）
・ 低所得者対応に視点をおいている。
・ 医療対応の必要性を考えた看護小規模多機能の提案がなされている。
・ 千代田区の現状を現場の観点から十分に理解している。
・ 情報公開が進められているし、あんしんセンター等との連携も図られている。等
(４) 高齢者施設選定委員会委員
◎：委員長 ○：委員長職務代理者
氏
1

◎

（順不同・敬称略）

名

所属団体・職名等

高 野 龍 昭 東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科准教授
住まいと暮らしの相談室あむ主宰
千代田区保健福祉オンブズパーソン施設事業調査委員

2

蓑 田 日 登 美

3

高 田 博 行 日本公認会計士協会東京会

4

渡 邉 千 惠 子 千代田区民生・児童委員協議会

5

有

6

○

村

悟 ちよだケアマネ連絡会

歌 川 さ と み 千代田区保健福祉部長

3

３

障害者支援施設の選定結果について
(１) 委員会開催及び募集実施日程
令和３年８月 31 日 第１回（仮称）神田錦町三丁目施設（障害者支援施設）運営
予定者選定委員会（以下「障害者施設選定委員会」という。）
９月 21 日 第２回障害者施設選定委員会（書面開催）
10 月 ８日 公募開始
11 月 12 日 資格審査書類受付締切
12 月 22 日 提案書受付締切
令和４年２月３日
第３回障害者施設選定委員会（提案審査）
２月 21 日
区長報告
(２) 選定結果
① 運営予定者
社会福祉法人 平成会 理事長 大森 順方
東京都千代田区二番町７番地６
② 次点
社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会 理事長
埼玉県本庄市今井 1037－１
(３)

池澤

泰典

評価内容
配点

平成会
（運営予定者）

本庄ひまわり福祉会
（次点）

事業実施方針

210

144

127

事業遂行能力

210

156

133

運営計画

385

279

242

地域との連携・地域貢献

105

78

64

事業協力

35

21

24

945

681

587

評価項目

合計
※

４者から応募を受け、内２者は途中辞退

4

（障害者支援施設の運営予定者に対する委員の評価）
・ 地域に合った対応を具体的に考えている。
・ 千代田区のニーズをよく掴んでいる。
・ 提案事業が具体的。
・ 事業者提案事業がユニークだった。
・ 区内近隣区に連携できる施設や医療機関がある。
・ 人材確保の見込みの実現性が高い。
・ ICT の活用が進んでいる。
等
(４)
障害者施設選定委員会委員
◎：委員長 ○：委員長職務代理者
氏
1

（順不同・敬称略）

名

所属団体・職名等

◎ 藏 野 と も み 大妻女子大学

人間関係学部

人間福祉学科

教授

2

高 田 博 行 日本公認会計士協会東京会

3

佐 藤 健 一 千代田区民生・児童委員協議会

4

高 橋 美 智 子 千代田区障害者共助会

5

小 笠 原 桂 子 たまり場あつまろう会

6

鈴 木 隆 幸 障がいをもつ子どもの現在（いま）と未来を考える会

7

○ 歌 川 さ と み 千代田区

保健福祉部長

5

保健福祉部資料５－１
令和４年２月 28 日

（仮称）神田錦町三丁目施設整備事業に関する
アンケート調査へのご協力のお願い
区民の皆様におかれましては日頃より区政にご理解ご協力を頂き誠にありがとうございます。
千代田区では現在、神田錦町三丁目の区有地（神田錦町三丁目 10 番地）において、障害者
支援施設、高齢者施設等を複合して整備する「（仮称）神田錦町三丁目施設」の整備事業（以
下「本事業」といいます。）を進めています。地域の皆様に愛されるよりよい施設とするため、お忙しいとこ
ろ大変恐縮ではございますが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
記

（１）アンケートの趣旨と目的
本事業は、障害者支援施設と高齢者施設（以下「福祉施設」といいます。）以外にも、地域の皆
様が誰でも使える交流及び賑わいの創出に資するような機能（以下「共用施設」といいます。）や、
災害時にも地域の皆様を支援する機能を整備し、区民の財産である限られた区有地を有効に活用し
ていきたいと考えています。一方で、共用施設等を整備することによって建物が高く、そして大きくなるため、
近隣住民の方からは「住環境に悪影響を及ぼさないようにして欲しい」という意見も寄せられています。
今回、整備を進める中で様々なご意見をいただいたため、改めて周辺住民の皆様のお考えを伺い、
今後の施設整備の参考とさせていただくことを目的に、神田公園出張所地区の皆様に対してアンケー
ト調査を実施いたしますので、皆様のお考えをお聞かせください。
※ 本アンケートはあくまで皆様のご意見を確認することが目的であり、得票数によって整備する機能
が決定されるわけではありません。

（２）回答方法
アンケートにお答えいただき、返信用封筒(切手不要)にてご返送願います。
※ 本アンケートには、エリア別の傾向を把握するための記号を付していますが、ご回答者を特定する
ようなことはありません。また、回答はこの調査目的以外には使用せず、回収した調査票は厳重に
管理します。

（３）回答期限
令和４年４月 28 日（木）までにポストへご投函ください。
【問合せ先】
千代田区保健福祉部 障害者福祉課
高齢介護課
電話:03-5211-4217 FAX:03-3556-1223

《 アンケートは裏面からスタートします 》
1

調査項目
＜属性等＞
Q1 回答者の属性についてお答えください。
年齢

□19 歳以下

□20～29 歳

□60～69 歳

□70 歳以上

加入している町会名（

□30～39 歳
町会 ・ なし

□40～49 歳

□50～59 歳

）

＜共用施設について＞
Q2 共用施設としてあってほしい機能について、該当するものをすべて お選びください。
□ 町会活動や地域交流等のための区民集会室
□ カフェ・飲食スペース
□ アート・企画展等展示スペース
□ ジム・運動施設

※スペースが限られるため、設置するとしても小規模なものとなります

□ 物産展等物品販売スペース
□ 会議室・コワーキングスペース
□ 図書館のように本を読んだり、勉強したりできるスペース
□ その他（内容：

）

□ 共用施設は不要
Q3 上記の共用施設が整備された場合、施設をどのように利用したいと思いますか。具体的な利用のイ
メージについて、ご自由にご記入ください 。

2

＜福祉避難所的機能について＞
本施設は、災害時に福祉施設の運営を維持することが可能な「災害に強い施設」とするとともに、共
用スペース等を転用し、福祉避難所的な役割を担う施設とする予定です。
※ なお、自宅での居住が継続できる状況であれば、避難所への避難ではなく、在宅での避難と
なります。
福祉避難所的機能とは？
① 避難生活において生活介助等の特別な配慮を要する方（高齢者、障害者等）及び
その介助人を受け入れるための避難所（福祉避難所※）
※一般の方を受け入れる避難所とは別に設置するものです。
② 災害時に緊急避難的に周辺住民の方が一時使用（電力使用や一時避難等）できる
ような機能

Q4 福祉避難所的機能の規模について、該当するものを１つ お選びください。
□ なるべく多くの方を受け入れられるようにしてほしい。
□ 可能な範囲で受け入れられればよい。
□ 必要だと思わない
□ その他（内容：

）

Q5 ②のような機能を設ける場合には、発災時に地域の皆様の協力が必要となることもあります。該当
するものを１つ お選びください。
□ 協力したい
□ 協力は難しい
□ そもそも機能として必要ない
□ その他（内容：

）

Q6 福祉避難所的機能の整備についてご意見があれば、ご自由にご記入ください 。

3

＜その他＞
Q7 その他（仮称）神田錦町三丁目施設整備について、ご意見があれば自由にご記入下さい。

～質問は以上です。ご協力ありがとうございました。～

参考資料
（仮称）神田錦町三丁目施設 整備概要

4

保健福祉部資料５－２
令和４年２月 28 日

（仮称）神田錦町三丁目施設 整備概要
令和 4（2022）年３月

福祉施設整備の経緯
平成２7 年

千代田区第 3 次基本計画「ちよだみらいプロジェクト」で高齢者施設整備記載

平成 28 年

「障害者施設施策及び組織の拡充を求める陳情」区議会に提出

平成 29 年

第 1 回定例会にて、新たな障害者施設の増設を求める決議が全会一致で議決

平成 30 年度

旧千代田保健所敷地を、障害者と高齢者の施設を整備する場所とする庁内合意
施設内容や方向性の検討のため千代田区障害者支援協議会設置

平成 31 年 3 月 「千代田区障害者支援施設整備に向けた検討のまとめ」
（施設の構想）報告
令和２年３月

「(仮称)神田錦町三丁目福祉施設整備基本計画」策定

施設整備の基本方針
1.安心・安全な施設
2.地域とつながり、
活性化に寄与する施設
3.人や環境にやさしい施設
4.永く有効に活用できる施設

計 画 地
所在地

神田錦町三丁目 10 番地

敷地面積

694 ㎡
千代田区駐車場整備地区

都市計画地域

神田錦町北部周辺地区地区計画
区域内

用途地域等

商業地域、防火地域

建ぺい率

80％

容積率

600％

許容容積

4,164 ㎡

Copyright ©2017 Esri and its licensors.All right reserverd

整備予定施設

●発災時にも施設の機能
を止めないための設備
や福祉避難所を開設す
るための備蓄等

１層程度：防災関係機能
防災備蓄倉庫など

３層程度：高齢者施設

●「通い」
「泊まり」
「訪問」
の多様なニーズに対応で
きるサービス

■ 認知症高齢者グループホーム
（2 ユニット、1 ユニット 9 名、合計 18 名）

■ 小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護
（定員 25 名

通い 15 名

泊まり 9 名）
●障害者の重度化・
高齢化に対応する
新たなかたちのグルー
プホームでショートス
テイを併設

３層程度：障害者支援施設
■ 日中サービス支援型共同生活援助（グループホーム）
（男女別、2 ユニット、1 ユニット 10 名、合計 20 名）

■ 短期入所（定員 10 名）
■ 事業者提案施設
（自立訓練、生活介護、相談機能、就労継続支援など）

２層程度：共用施設
■ 地域交流スペース
（地域の皆様が誰でも使える、交流及び賑わいの創出
に資するような機能）

●神田警察通り沿道に人を惹きつ
け波及効果をもたらす拠点
●沿道の特色を活かした魅力ある
市街地の形成
●神田警察通り沿道賑わいガイド
ライン等を踏まえた機能

福祉避難所的機能
災害時に、避難生活において生活介助等の特別な配慮を要する方（高齢者、障害
者等）及びその介助人を受け入れる福祉避難所と、緊急避難的に周辺住民の方が一
時使用（電力使用や一時避難等）できるような機能を担うことを予定しています。

スケジュール(予定)
令和 3 年度 .......................... 障害者支援・高齢者施設運営予定者の募集・決定
令和 4 年度 .......................... ＤＢＯ事業者募集・決定 ※DBO 事業者…本施設の設計・施工等を行う事業者
令和 5 年度～ ..................... 既存建物の解体工事、施設設計、施設新築工事
令和 8 年度 .......................... 施設開設

保健福祉部資料６
令和４年２月 2８日

新型コロナウイルス感染症の発生状況について

１．国内の発生状況
令和 2 年 1 月 16 日に国内第 1 例が報告されて以降、令和 4 年 2 月 20 日までに国内感染は、4,484,000
例を超える感染例が報告されている。新たな変異株である「オミクロン株」の感染の流行に伴い、1 月上旬
より感染者数は爆発的に増加している。このような中、区内の患者発生状況としては令和 4 月 2 月 20 日現
在、累計 4087 例（住民基本台帳に基づく患者数）となっている。

千代田区内部感染者の推移(週報)
千代田区民の感染者数
700人
週別患者数

600人

578人
528人

500人

437人
400人
388人

400人

300人

200人
133人 123人
115人

100人

128人

82人
58人
33人27人
19人
5人3人4人 0人1人2人0人1人0人1人0人1人1人 3人5人
2/7~2/13

2/14~2/20

1/31~2/6

1/24~1/30

1/17~1/23

1/3~1/9

1/10~1/16

12/27~1/2

12/20~12/26

12/6~12/12

12/13~12/19

11/29~12/5

11/22~11/28

11/15~11/21

11/1~11/7

11/8~11/14

10/25~10/31

10/18~10/24

10/11~10/17

9/27~10/3

10/4~10/10

9/20~9/26

9/6~9/12

9/13~9/19

8/30~9/5

8/23~8/29

8/16~8/22

8/2~8/8

8/9~8/15

7/26~8/1

7/19~7/25

7/5~7/11

7/12~7/18

6/28~7/4

6/21~6/27

6/7~6/13

6/14~6/20

5/31~6/6

5/24~5/30

5/17~5/23

5/3~5/9

5/10~5/16

4/26~5/2

4/19~4/25

4/12~4/18

～ 4/11
4/5
～ 4/4
3/29

0人

89人
59人
38人
20人
18人17人18人22人
21人 24人24人22人12人 10人6人
17人 18人

【担当】千代田保健所 健康推進課 感染症対策係
【電話】03-5211-8173(直通)

保 健 福 祉 部 資 料 ７
令和４年２月２８日

新型コロナウイルスワクチン３回目接種について
１ 追加接種（３回目接種）の概要
（１） 接種時期および接種券発送スケジュール
国の度重なる接種前倒しの方針を受け、２回目接種から 6 か月経過後に接種を可能とするよう
に、区としても可能な限り接種券を前倒して発送している。
2 回目接種月

3 月,4 月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

3 回目接種開始（予定）

12 月

1２月

1月

1月

2月

3月

4月

接種券発送（予定）

11/22

12/10

1/5

１/20

2/17

3/8

3 月末

1/11

1/26

以降

発送済み
区民接種対象者数

1,397

1,619

6,156

14,302

12,961

7,250

（R４.２.２４現在）

※接種券が届き次第、予約開始
（２） 集団接種会場のワクチンの種類
各集団接種会場において、使用しているワクチンは以下の通り。
〇 結核予防会

→

ファイザー モデルナ

〇 東京逓信病院 →

ファイザー モデルナ 小児用ファイザー

〇 三楽病院

ファイザー モデルナ 小児用ファイザー

→

〇 九段坂病院
→ モデルナ
※網掛けは新規使用ワクチン

２ 追加接種（３回目接種）の接種率
２月２１日接種終了時点における追加接種（３回目接種）の接種状況
年代

対象者

３回目接種人数

接種割合

65 歳以上

11,364 人

7,567 人

66.6%

60 歳～64 歳

2,994 人

1,064 人

35.5%

50 歳～59 歳

9,421 人

2,075 人

22.0%

40 歳～49 歳

12,058 人

1,862 人

15.4%

30 歳～39 歳

11,477 人

1,379 人

12.0%

20 歳～29 歳

8,395 人

850 人

10.1%

18 歳～19 歳

863 人

53 人

6.1%

計

56,572 人

14,850 人

26.3%

1,917

３ 追加接種に伴うサービスについて
（１）託児サービス
東京逓信病院の集団接種会場で 3 月２日（水）より託児サービスを開始。対象年齢は６
か月～就学前児童。専門の託児スタッフで預かりを実施し、利用に当たっては事前予約が必要。
（２）乗合タクシーの利用状況
2 月２１日現在、これまでの累計稼働台数は延べ 544 台、1,950 人の方の利用実績があ
った。

４ その他
（１） ５～１１歳の区民の接種について
・3 週間の間隔をおいて２回接種する必要がある。
５～11 歳区民対象者数：4537 人
接種券発送：2 月 25 日
接種開始：3 月 7 日
接種会場：東京逓信病院および三楽病院
使用ワクチン：小児用ファイザーワクチン

