保 健 福 祉 委 員 会
令和４年６月１５日

１

報告事項

（１）令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業について 【資料】

（２）介護保険料の減免に係る規定整備について

【資料】

（３）いきいきプラザ一番町の指定管理者について

【資料】

（４）国民健康保険料の減免に係る規定整備について

【資料】

（５）国民健康保険のオンライン手続きの開始について

【資料】

（６）令和４年度後期高齢者医療制度について

【資料】

（７）武田社ワクチン（ノババックス）の導入について

【資料】

２

その他
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令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業について

１．概

要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した
方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、令和３年度に住民税
非課税世帯等に対して１世帯あたり 10 万円の支給を行ってきた。
今般、策定された「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」
において、令和３年度に家計急変により臨時特別給付金の受給資格があるにも
かかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和４年度
の住民税課税情報を活用したプッシュ型給付を行うものである。
本対応は、改正子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領により令和４年６月
１日からの適用となる。

２．内

容

対象世帯
(1) 住民税非課税世帯

世帯数

※令和４年６月１日
時点で住民票が本区
にある世帯のうち、以
下の条件を満たす世
帯
約 470 世帯
(ｱ)世帯員全員につい
て住民税均等割が非
課税の世帯
(ｲ)世帯員全員につい
て本給付金の支給を
受けていない
(2) 家計急変世帯
※令和４年１月以降
に 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル 約 120 世帯
ス感染症の影響によ
り収入が急減した実
質的に住民税非課税
世帯と同等の世帯
計
約 590 世帯

給付方法
世帯員全員が基準日に本区に住民票をおい
ている世帯については、案内書を送付し、口座
番号などを記載した確認書を３か月以内に返
送してもらい振込（申請不要のプッシュ型給
付）する
※基準日以降の転入者を含む世帯及び令和４
年度住民税が未申告である者を含む世帯は申
請書により給付する

収入の急減を証明する書類等を添付して給
付金の申請をし、給付決定後に口座振込

３．給付金等事業費
67,772 千円
内訳）給付金
事務費

59,000 千円
8,772 千円

※同額の歳入（国庫支出金「子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金」）を計上

４

実施スケジュール
時 期

項 目

６月上旬

税情報等のデータ抽出

６月 20 日

区 HP 及び広報千代田にて周知

６月 30 日

住民税非課税世帯に対し確認書を送付

９月 30 日

確認書・申請書提出期限
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介護保険料の減免に係る規定整備について
１

規定整備の目的
前年度定めた新型コロナウイルス感染症に起因して、収入が減少した被保険者等に対し、
今年度も引き続き介護保険料の減免及び減免申請に係る特例措置を行うため、必要な規定
を整備する。
また、災害により被災した者及び刑事施設等の拘禁者について、災害発生日または施設
拘禁日の属する月から保険料の減免を行うため、必要な規定を整備する。

２

規定整備の内容

（１）新型コロナウイルス感染症に起因する介護保険料の減免について
減免要件については、令和３年度と変更なし。
① 対象者
ⅰ）新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死
亡、又は重篤な傷病を負った第１号被保険者
ⅱ）新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不
動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」という。）の減少が見
込まれ、以下の要件すべてに該当する第１号被保険者
・事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべ
き金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の 10 分の３以上
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計
額が 400 万円以下
② 対象年度
令和３年度分及び令和４年度分の保険料
（令和４年４月１日から令和５年３月31日までの納期限の保険料）
③ 減免額
上記 ①における対象者

のうち

ⅰ）

…全部

ⅱ）

…減少した所得の割合及び前年の所得の区分による

減免額＝（Ａ）×（Ｂ）
（Ａ）対象保険料＝第1号被保険者の保険料×減少した所得の割合
（Ｂ）減額・免除の割合（次表のとおり）

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下

全部

210万円を超える

10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象
保険料額の全部を免除する。
（２）災害により被災した者に対する減免について
① 対象者：震災、風水害、火災など災害により資産に甚大な損害を受けた者
② 対象となる保険料：災害発生日の属する月から最大６か月
※現行制度上、保険料の減免は減免申請日以降の未到来保険料から適用となるた
め、災害発生日の属する月から保険料を減免することができるように規定を整備
する。
③ 減免額：全額免除または５割減額
（３）刑事施設等に拘禁等されている者に対する減免について
① 対象者：刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている
者
② 対象となる保険料：入所日の属する月から退所日の属する月の前月までの期間
※現行制度上、保険料の減免は減免申請日以降の未到来保険料から適用となるた
め、入所日の属する月から退所日の属する月の前月までの保険料を減免すること
ができるように規定を整備する。退所後に入所期間を記載した証明書の提出をも
って判断する。
③ 減免額：全額免除
３

規定整備を行う条例
千代田区介護保険条例
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いきいきプラザ一番町の指定管理者について

１

経緯
千代田区立いきいきプラザ一番町は、平成18年４月から指定管理者制度を導入し
て施設の管理運営を委ねているが、現在の指定期間が令和５年３月31日をもって終
了する。
このため、令和５年度からの指定に向け、「公の施設に係る指定管理者の
指定手続き等に関する条例」に則り、選定委員会の審議を経て指定管理候補
者を選定した。

２

選定方法・応募事業者
（１）公募
（２）２法人

３

指定管理者候補者・指定期間
提案審査の結果、他の応募事業者の得点を上回ったため、下記の事業者が
指定管理者候補者に選定された。
（１）指定管理者候補者
名

称

社会福祉法人

カメリア会

所在地

東京都江東区亀戸三丁目36番13号

代表者

理事長

湖山

泰成

（２）指定期間
令和５年４月１日から令和15年３月31日まで（10年間）
４

今後のスケジュール（予定）
○令和４年第２回定例会

区議会に議案を上程

○議決後

次期指定管理者との協議
現指定管理者と次期指定管理者間での引継ぎ

○令和５年４月１日

協定締結（基本協定及び年度協定）
指定管理者による管理の実施
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国民健康保険料の減免に係る規定整備について
１

規定整備の内容
前年度定めた新型コロナウイルス感染症に起因して収入が減少した被保険者等に対し、
今年度も引き続き保険料の減免及び減免申請に係る特例措置を行う。
また、災害により被災した者及び刑事施設等に拘禁等されている者について、災害発生
日又は施設収容日の属する月まで遡って保険料の減免を行う。

２

新型コロナウイルス感染症に起因して収入が減少した被保険者等に対する減免の概要
減免要件については、令和３年度と変更なし。

（１）対象者：主たる生計維持者（世帯主）
①

新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を負った場合

②

事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入（事業収入等）の減少が
見込まれ、以下の要件すべてを満たす場合
ア

事業収入等のいずれかの減少額が当該事業収入等の額の 3/10 以上減少

イ

前年の合計所得が 1,000 万円以下

ウ

減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計が 400 万円以下

（２）対象年度・・・令和２年度分から令和４年度分の保険料
（令和２年４月１日から令和５年３月 31 日までの納期限の保険料）
（３）減免額
①・・・全部
②・・・減額・免除
減免額 ＝ (A) ×（B）
（A）対象保険料 ＝ 世帯の保険料 × 減少した所得の割合
（B）減額・免除の割合（次の表のとおり）
前年の合計所得金額

減額・免除の割合

300 万円以下

全

部

400 万円以下

８／１０

550 万円以下

６／１０

750 万円以下

４／１０

1,000 万円以下

２／１０

※事業等を廃止した場合の減額・免除の割合については、前年の合計所得
金額にかかわらず、全部とする。

３

災害により被災した者に対する減免の概要
(１)対象者：震災、風水害、火災など災害により資産に甚大な損害を受けた者
(２)対象となる保険料：災害発生日の属する月から最大６か月
※

現行制度上、保険料の減免は減免申請日以降の未到来保険料から適用となるた
め、災害発生日の属する月から保険料を減免することができるように規定を整備
する。

(３)減免額：全額免除又は５割減額
４

刑事施設等に拘禁等されている者に対する減免の概要
(１)対象者：刑事施設、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている
者
※

刑事施設等に拘禁等されている者に対する医療上の措置は、国の費用によって
行われるため国民健康保険法上の医療給付は制限される。しかし、刑事施設等に
拘禁等されている者は国民健康保険被保険者資格を有したまま入所する者が多い
ため、医療給付を受給できないにもかかわらず、入所期間中も国民健康保険料が
発生してしまう。
よって、刑事施設等に拘禁等されている者に対する減免規定を新たに設けるも

のとする。
(２)対象となる保険料：入所日の属する月から退所日の属する月の前月までの期間
※退所後に入所期間を記載した証明書の提出をもって判断する。
(３)減免額：全額免除
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国民健康保険のオンライン手続きの開始について
１

概要
国民健康保険の手続きについて、「ぴったりサービス（マイナポータルの一機能）」を
用いたオンライン手続きを開始する。

２

導入する理由
区民が区役所や出張所に来庁することなく必要な手続きをオンラインで完結できるよ
うにすることで、区民の利便性の向上を図る。

３

導入によって見込まれる効果
（１）「いつでも」「どこでも」手続きが可能となる。
（２）出張所での受付や郵送による方法と比較して迅速な手続きが可能となる。
（３）区民の印刷・郵送コストの削減及びペーパレス化に寄与できる。

４

利用できる手続き
利用できる手続き

１

２

国民健康保険加入の手続き
会社などの健康保険をやめる、または健康保険の被扶養者から外れたことにより、
国民健康保険に加入する必要がある場合
国民健康保険脱退の手続き
会社などの健康保険に加入した、または健康保険の被扶養者に認定されたことによ
り、国民健康保険を脱退する必要がある場合
保険証再交付の手続き
保険証を紛失した場合など、保険証の再交付を希望する場合
国民健康保険料納付額確認書交付の手続き
年末調整や確定申告などの際に、国民健康保険料の納付額を確認したい場合

３
４

５

６

開始時期
令和４年６月 14 日
周知方法
（１）「国保だより」（６月 14 日発送の令和４年度国民健康保険料決定通知書に同封）
（２）広報千代田７月５日号
（３）千代田区ホームページ

令和４年度後期高齢者医療制度について
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令和４年10月１日から後期高齢者医療制度における窓口負担について、窓口負担３割の被保険
者を除き、一定以上の所得のある被保険者は、医療費の窓口負担割合が、１割から２割に変更され
る。
また、令和４年度は、２年に１回の被保険者証の一斉交付の年でもあり、通常は７月に実施され
るが、今回は窓口負担の変更が10月に実施されることから、９月に、再度被保険者全員に交付す
るので、合わせて２回、被保険者証の交付を実施する。
1．後期高齢者医療制度の窓口負担見直し
①新たな判定基準
自己負担割合が「１割」の被保険者のうち、一定以上所得のある被保険者の自己負担割合が「２
割」となる。具体的には同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が28万円以上145万円未満の者がい
る場合で、且つ、「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者１人の場合200
万円以上、被保険者が２人以上の場合、合計320万円以上である場合には、窓口負担が２割とな
る。
②２割負担となった場合の配慮措置
令和4 年１０月１日から令和７年９月３０日までの３年間、自己負担割合が「２割」となる被保
険者の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を１か月あたり最大
3,000 円とする。
２．被保険者証の２回交付
①２回交付の概要
本年は２年に一度の被保険者証の一斉交付の年にあたる。窓口負担の見直しに伴い、７月に１回
目、９月に２回目を交付する。７月に交付する被保険者証は藤色で、有効期間は令和4年8月1日か
ら令和4年9月30日まで、９月に交付する被保険者証は青色で、有効期間は令和4年10月1日から令
和6年7月31日まで。
②２回交付についての事前周知
７月上旬を予定している１回目被保険者証の交付時に注意喚起するリーフレットを同封、広報千
代田への掲載、また、町会長、婦人部長、民生児童委員への周知、さらに区内掲示板、風ぐるま車
内掲示板等を活用し周知する。

現在
保険証の色

オレンジ

有効期間

令和4年

7月31日まで
交付の時期

１回目
藤色
令和4年8月1日から

令和4年9月30日まで
青色

令和4年7月上旬に交付予定

２回目
青色
令和4年10月1日から
令和6年7月31日まで
令和4年9月上旬に交付予定

【東京都後期高齢者医療広域連合】

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の
医療費の自己負担割合が変わります
令和４年１０月１日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「１割」また
は「３割」に、新たに「２割」が追加され、「１割」「２割」「３割」の３区分となります。
令和4年10月1日から

令和4年9月30日まで
区分
現役並み所得者※

一般所得者等

自己負担割合

区分

自己負担割合

３割

現役並み所得者※

３割

一定以上所得のある方

２割

一般所得者等

１割

１割

一定以上所得のある方は、

現役並み所得者を除き、自己負
担割合が「２割」になります。
※現役並み所得者(3割負担)
の条件は変わりません

令和４年１０月１日からの自己負担割合の判定方法
令和３年中の課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。

※令和４年１０月１日からの自己負担割合は、令和3年中の所得が確定した後、令和４年８月下旬頃から判定を行うことが可能となる
ため、それまでは「自分は２割負担になるのか」等の判定結果についてお問合せいただいてもお答えすることができません。

【自己負担割合判定チャート】
世帯内に課税所得※1が145万円以上 （現役並み所得者）となる被保険者がいるか※2 ※3
いない

いる

世帯内に課税所得が28万円以上となる被保険者がいるか
いる

いない

世帯内に被保険者が2人以上いるか
２人以上

１人だけ

世帯全員が

３割

世帯全員が

１割

「年金収入※4+その他の合計所
得金額※5」が
200万円以上か

「年金収入※4+その他の合計所
得金額※5」の
合計が320万円以上か

200万円未満

200万円以上

320万円未満

１割

２割

世帯全員が

１割

320万円以上
世帯全員が

２割

※1 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険
料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者については、課税所得145万円以上であっても、「賦課のもととなる所得
金額（総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額を控除した額）」の
合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。
※3 所得税法上の収入金額が以下の条件を満たす場合は、課税所得145万円以上であっても、基準収入額適用申請により現役並み所得者の対象外
となり、「いない」に進みます。
■被保険者が1人の場合 ⇒383万円未満（世帯内に70～74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満）
■被保険者が複数
⇒収入合計額が520万円未満
※4「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※5「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

自己負担割合が「２割」となる方への負担軽減（配慮措置）について
令和４年１０月１日からの３年間、自己負担割合が「２割」となる方の、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の
負担増加額の上限が１か月あたり最大3,000円までとなります。
上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します（払い戻します）。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
【例】１か月の医療費全体額が「50,000円」の場合
窓口負担割合１割のとき

①

5,000円

窓口負担割合２割のとき

②

10,000円

負担増

③（②－①）

窓口負担増の上限

5,000円

④

3,000円

支給（払い戻し）等 （③－④）

同一の医療機関等での受診については、自己負担上
限額以上の金額を窓口で支払わなくてよい取扱いとな
ります。
そうでない場合は、1か月の自己負担増を3,000円に
抑制するための差額を支給します（払い戻します）。

2,000円

高額療養費の事前申請（振込先口座の事前登録）にご協力を！
「配慮措置」の対象となる可能性のある方（主に２割負担対象者のうち高額療養費の申請を行ったことがない方）には、広域
連合より高額療養費事前申請書を送付（※）します。
お手元に届きましたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で所定の申請期間内にご提出ください。
※事前に口座登録を済ませることで円滑に支給を受けることができます（支給は、最短で支給対象診療月の約４か月後）。
※発送時期は現在未定です。決まりしだい、広報紙「東京いきいき通信」やホームページ等でお知らせします。

書類は必ず郵送で
お届けします

■厚生労働省・広域連合・市区町村が電話や訪問で、口座情報登録やＡＴＭの操作をお願いすること、
キャッシュカードや通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
■不審な電話があったときは、警察署（＃9100）または消費生活センター（188）にお問い合わせください。

見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、窓口
負担を除いて約４割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見
直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

75歳以上の後期高齢者の医療費の財源内訳(総額約18.4兆円)※令和４年度予算案ベース
１.5
兆円

１.5
兆円

現役世代からの支援金
６.9兆円

公費(税金)
8.0兆円

後期高齢者医療保険料
その他
約0.5兆円

窓口負担

お問合わせ先
●医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問
・東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター（0570-086-519）

9:00～17:00（土日・祝日を除く）

・お住まいの市区町村の「後期高齢者医療制度担当窓口」
※見直し後の自己負担割合は、令和4年8月下旬頃から判定を行うことが可能となるため、「自分は2割負担になるのか」等のお問合せに
ついては、お答えできません。

●今回の制度見直しの背景等に関するご質問等
・後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター

(0120-002-719)
9:00～18:00（日曜・祝日を除く）

保 健 福 祉 部 資 料 ７
令和４年６月１５日

武田社ワクチン（ノババックス）の導入について

１ 導入の考え方
接種後の副反応がより軽いとされるノババックスワクチンを導入することにより、副反応等を
懸念して、接種をためらっていた区民に新たな選択肢を設け、３回目以前の接種が済んでいない
方に対し、より接種を行いやすい環境を整える。

２ 各種ワクチンの比較
ファイザー（１２歳以上）
対象

１～４回目

年齢

１２歳以上

接種間隔

１バイアル

保管

１２歳以上(１回目、２回目)

１８歳以上(３回目、４回目)
２８日間隔で２回

３回接種完了から５か月以上

３回接種完了から５か月以上

２回接種完了から５か月以上
あり
０．３ｍｌ
６回分

ノババックス
１～３回目

１～４回目

２１日間隔で２回

希釈
接種量

モデルナ

２回接種完了から５か月以上

１８歳以上
２１日間隔で２回

２回接種完了から６か月以上

なし
初回：０．５ｍｌ

追加：０．２５ｍｌ
初回：１０回分
追加：１５回以上

なし
０．５ｍｌ
１０回分

－７５℃±１５℃：１２か月 －２０℃±５℃：９か月

２～８℃：９か月

－２０℃±５℃：１４日

＊冷凍保存不可

２～８℃：３０日

２～８℃：１か月

３ 接種場所
総合健診推進センター

４ 接種開始時期
７月８日（金）から開始予定。毎週金曜日に５０人の接種枠を設ける。

５ 広報・周知
６月２０日号の広報ちよだで武田社ワクチン（ノババックス）を導入すること、場所や詳細等
決定したら、ＨＰでお知らせする旨周知
７月５日号の広報ちよだで具体的な場所や日時などの詳細をお知らせする予定。

