
令和４年２月

狛江市議会第１回定例会提出議案

東京都狛江市

公表用



提 出 議 案

㌻

１ 議案第１号 令和３年度狛江市一般会計補正予算（第11号） -4-

２ 議案第２号 令和３年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） -29-

３ 議案第３号 令和３年度狛江市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） -38-

４ 議案第４号 令和４年度狛江市一般会計予算 -47-

５ 議案第５号 令和４年度狛江市国民健康保険特別会計予算 -48-

６ 議案第６号 令和４年度狛江市後期高齢者医療特別会計予算 -49-

７ 議案第７号 令和４年度狛江市介護保険特別会計予算 -50-

８ 議案第８号 令和４年度狛江市駐車場事業特別会計予算 -51-

９ 議案第９号 令和４年度狛江市下水道事業会計予算 -52-

10 議案第10号 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例及び狛江市国民健康保険条例の一部を

改正する条例 -53-
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11 議案第11号 狛江市職員共済会に関する条例の一部を改正する条例 -55-

12 議案第12号 狛江市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 -57-

13 議案第13号 狛江市福祉基本条例の一部を改正する条例 -60-

14 議案第14号 狛江市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 -62-

15 議案第15号 狛江市子ども・子育て会議条例の一部を改正する等の条例 -64-

16 議案第16号 狛江市立児童遊園設置条例を廃止する条例 -67-

17 議案第17号 狛江市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 -68-

18 議案第18号 狛江市消防団条例の一部を改正する条例 -83-

19 議案第19号 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 -87-

20 議案第20号 道路の廃止について -90-

21 同意第１号 狛江市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて -91-
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議案第 １ 号

令和３年度狛江市一般会計補正予算（第11号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

一般会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 ２ 号

令和３年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

国民健康保険特別会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 ３ 号

令和３年度狛江市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

駐車場事業特別会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 ４ 号

令和４年度狛江市一般会計予算

上記の議案を別冊１のとおり提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第211条第１項の規定による。
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議案第 ５ 号

令和４年度狛江市国民健康保険特別会計予算

上記の議案を別冊２のとおり提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第211条第１項の規定による。
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議案第 ６ 号

令和４年度狛江市後期高齢者医療特別会計予算

上記の議案を別冊２のとおり提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第211条第１項の規定による。
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議案第 ７ 号

令和４年度狛江市介護保険特別会計予算

上記の議案を別冊２のとおり提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第211条第１項の規定による。
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議案第 ８ 号

令和４年度狛江市駐車場事業特別会計予算

上記の議案を別冊２のとおり提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第211条第１項の規定による。
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議案第 ９ 号

令和４年度狛江市下水道事業会計予算

上記の議案を別冊２のとおり提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第24条第２項の規定による。
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議案第 10 号

狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例及び狛江市国民健康保険条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例及び狛江市国民健康保険条例の一部を改正する条例

（狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の一部改正）

第１条 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例（平成15年条例第１号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（市民参加の権利） （市民参加の権利）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ 18歳未満の青少年及び子どもについても，年齢にふさわしい

市民参加の権利を有するものとし，市は，青少年及び子どもが

市民参加できるように配慮するものとする。

２ 満20歳未満の青少年及び子どもについても，年齢にふさわし

い市民参加の権利を有するものとし，市は，青少年及び子ども

が市民参加できるように配慮するものとする。

（狛江市国民健康保険条例の一部改正）

第２条 狛江市国民健康保険条例（平成６年条例第５号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（結核・精神医療給付金） （結核・精神医療給付金）

第11条の２ 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

第11条の２ 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
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付 則

この条例は，令和４年４月１日から施行する。

提案理由

民法の一部を改正する法律（平成30年法律第59号）の施行に伴い，成年年齢が引き下げられることから所要の改正を行うため。

改 正 後 改 正 前

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関

する給付を受ける場合であって，次の各号に掲げる被保険者の

区分に応じ，当該各号に定める者が，第３項に定める申請のあ

った月の属する年度（結核医療給付金の申請のあった月が４月

又は５月の場合にあっては，前年度）分の地方税法（昭和25年

法律第226号）の市町村民税（同法の特別区民税を含むものと

し，同法第328条の規定によって課する所得割を除く。）が課

されない者（条例の定めるところにより当該市町村民税を免除

された者を含む。）である場合に支給する。

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関

する給付を受ける場合であって，次の各号に掲げる被保険者の

区分に応じ，当該各号に定める者が，第３項に定める申請のあ

った月の属する年度（結核医療給付金の申請のあった月が４月

又は５月の場合にあっては，前年度）分の地方税法（昭和25年

法律第226号）の市町村民税（同法の特別区民税を含むものと

し，同法第328条の規定によって課する所得割を除く。）が課

されない者（条例の定めるところにより当該市町村民税を免除

された者を含む。）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 当該被保険者の属する世帯の世帯

主

(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

２～６ （略） ２～６ （略）
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議案第 11 号

狛江市職員共済会に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市職員共済会に関する条例の一部を改正する条例

狛江市職員共済会に関する条例（平成４年条例第31号）の一部を次のように改正する。

付 則

この条例は，令和４年４月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（組織） （組織）

第２条 共済会は，次に掲げる者（以下「会員」という。）をも

って組織する。

第２条 共済会は，副市長及び教育長並びに狛江市職員定数条例

（昭和24年条例第７号）に定める職員及び市長が特に認める者

（以下「会員」という。）をもって組織する。

(１) 副市長 ＿＿ ＿＿＿

(２) 教育長 ＿＿ ＿＿＿

(３) 職員 ＿＿ ＿＿

(４) その他市長が特に認める者 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 前項第３号に規定する職員の範囲については，共済会の規約

により定める。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿
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提案理由

会計年度任用職員を会員の対象とするため。
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議案第 12 号

狛江市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例

狛江市特別職報酬等審議会条例（昭和40年条例第13号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（設置） （設置）

第１条 市長の諮問に応じ，市議会議員の議員報酬の額及び期末

手当の額並びに市長等常勤の特別職職員の給料及び期末手当の

額（以下「議員報酬等の額」という。）について審議するた

め，地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の

規定に基づき，狛江市特別職報酬等審議会（以下「審議会」と

いう。）を置く。

第１条 市長の諮問に応じ，議員報酬等の額について審議するた

め，狛江市特別職報酬等審議会（以下「審議会」という。）を

置く。

（所掌事項） （所掌事項）

第２条 市長は，議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しよ

うとするときは，あらかじめ当該報酬等の額について審議会の

意見を聴くものとする。

第２条 市長は，市議会議員の議員報酬の額及び市長等常勤の特

別職職員の給料の額に関する条例を議会に提出しようとすると

きは，あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞く

ものとする。

２ 市長は，前項に定めるもののほか，特に必要と認める事項に＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改 正 後 改 正 前

ついて，審議会の意見を聴くことができる。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（委員） （委員）

第３条 審議会は，委員10人をもって組織し，その委員は，狛江

市の区域内の公共的団体等の代表等その他住民のうちから必要

の都度，市長が委嘱する。

第３条 審議会は，委員10人をもって組織し，その委員は，狛江

市の区域内の公共的団体等の代表その他住民のうちから市長が

委嘱する。

２ 委員の任期は，委嘱の日から前条の規定により意見を求めら

れた議員報酬等の額についての審議が終了したときまでとす

る。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

３ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間と

する。

２ 委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は前任者の残任期間

とする。ただし，再任を妨げない。

４ 委員が前２項に規定する任期中に地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第３条第３項第１号に規定する職務に就任したと

きは，委員の職を失う。

３ 前項の任期中委員が地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第３条第３項第１号に規定する職務に就任したときは，委員の

職を失う。

（会長） （会長）

第４条 審議会に会長を置き，委員の互選によりこれを定める。 第４条 審議会に会長を置き，その選任方法は，委員の互選によ

る。

２ 会長は，会務を総理する。 ２ 会長は，会務を統理する。

３ （略） ３ （略）

（庶務） （事務）

第６条 審議会の庶務は，総務部職員課において処理する。 第６条 審議会の事務は，給与担当課がこれに当たる。

付 則

この条例は，公布の日から施行する。
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提案理由

委員の任期等の整理を行うため。
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議案第 13 号

狛江市福祉基本条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市福祉基本条例の一部を改正する条例

狛江市福祉基本条例（令和２年条例第８号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（計画の策定） （計画の策定）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 市は，前項第１号に規定する事項として次に掲げる事項を一

体的に定める計画（以下「地域福祉計画」という。）を策定す

るものとする。

３ 市は，前項第１号に規定する事項として次に掲げる事項を一

体的に定める計画（以下「地域福祉計画」という。）を策定す

るものとする。

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略）

(５) 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される

体制の整備に関する事項

(５) 第20条第１項の規則で定める事業を実施する場合には，

当該規則で定める事業に関する事項

４～６ （略） ４～６ （略）

（地域福祉の推進） （地域福祉の推進）

第16条 地域福祉の推進は，市民が相互に人格と個性を尊重し合

いながら，参加し，共生する地域社会の実現を目指して行われ

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改 正 後 改 正 前

なければならない。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ （略） 第16条 （略）

３ （略） ２ （略）

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する市の責務） （福祉サービスの提供体制の確保等に関する市の責務）

第18条 （略） 第18条 （略）

２ 市は，地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供され

る体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置

を講ずるよう努めるとともに，当該措置の推進に当たっては，

保健医療，労働，教育，住まい及び地域再生に関する施策その

他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。

２ 市は，市民等が地域生活課題を把握し，支援関係機関との連

携等によりその解決を図ることを促進する施策その他地域福祉

の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければな

らない。

（包括的な支援体制の整備） （包括的な支援体制の整備）

第20条 市は，規則で定める重層的支援体制整備事業をはじめと

する地域の実情に応じた施策の積極的な実施その他の各般の措

置を通じ，市民等及び支援関係機関による，地域福祉の推進の

ための相互の協力が円滑に行われ，地域生活課題の解決に資す

る支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものと

する。

第20条 市は，規則で定める事業の実施その他の各般の措置を通

じ，市民等及び支援関係機関による，地域福祉の推進のための

相互の協力が円滑に行われ，地域生活課題の解決に資する支援

が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。

２ （略） ２ （略）

付 則

この条例は，令和４年４月１日から施行する。

提案理由

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律第52号）の施行及び令和４年度からの重層的支援

体制整備事業の実施に伴い，所要の改正を行うため。
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議案第 14 号

狛江市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

狛江市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例（平成19年条例第９号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（所得制限） （所得制限）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず，６歳に達する日の翌日以後の最初

の４月１日から12歳に達する日以後の最初の３月31日までの間

にある義務教育就学児を養育している者については，当該義務

教育就学児の医療費の助成に係る所得の制限の適用を除外す

る。

２ 前項の規定にかかわらず，６歳に達する日の翌日以後の最初

の４月１日から８歳に達する日以後の最初の３月31日までの間

にある義務教育就学児を養育している者については，当該義務

教育就学児の医療費の助成に係る所得の制限の適用を除外す

る。

３ （略） ３ （略）

付 則

（施行期日）

１ この条例は，令和４年10月１日から施行する。

（準備行為）
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２ この条例の施行に際し狛江市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例第５条に規定する医療証の交付に係る事務その他必要

な準備行為については，この条例の施行の日前においても行うことができる。

提案理由

令和４年10月１日以後の小学校３年生から６年生までの児童を養育している者に係る所得制限を撤廃するため。
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議案第 15 号

狛江市子ども・子育て会議条例の一部を改正する等の条例

上記の議案を提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市子ども・子育て会議条例の一部を改正する等の条例

（狛江市子ども・子育て会議条例の一部改正）

第１条 狛江市子ども・子育て会議条例（平成25年条例第22号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

狛江市子ども・若者・子育て会議条例 狛江市子ども・子育て会議条例

（設置） （設置）

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下

「法」という。）第77条第１項の規定に基づき，狛江市子ど

も・若者・子育て会議（以下「会議」という。）を置く。

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下

「法」という。）第77条第１項の規定に基づき，狛江市子ど

も・子育て会議（以下「会議」という。）を置く。

（所掌事務） （所掌事務）

第２条 会議は，法第77条第１項各号に掲げる事務その他子ど

も・若者及び子育て支援の推進に関し必要な事項を処理する。

第２条 会議は，法第77条第１項各号に掲げる事務その他子ど

も・子育て支援の推進に関し必要な事項を処理する。

（組織） （組織）

第３条 （略） 第３条 （略）
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（狛江市青少年問題協議会設置条例の廃止）

第２条 狛江市青少年問題協議会設置条例（昭和51年条例第11号）は，廃止する。

付 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。

（非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和34年条例第14号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

２ 委員は，子ども・若者及び子育て支援に関し学識経験のある

者その他市長が必要と認める者のうちから，市長が委嘱する。

２ 委員は，子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他

市長が必要と認める者のうちから，市長が任命又は委嘱する。

（委員の任期） （委員の任期）

第４条 委員の任期は，委嘱の日から翌年度末日までとし，補欠

委員の任期は，前任者の残任期間とする。

第４条 委員の任期は，２年とし，補欠委員の任期は，前任者の

残任期間とする。

２ （略） ２ （略）

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

報酬額表

（単位：円）

職名 区分 報酬額

（略）

子ども・若者・子

育て会議

会長・部会長 日額 12,300

委員・部会委 日額 9,200

報酬額表

（単位：円）

職名 区分 報酬額

（略）

子ども・子育て会

議

会長・部会長 日額 12,300

委員・部会委 日額 9,200
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提案理由

子ども・子育て会議の所掌事務等の改正及び青少年問題協議会の廃止により，子ども，若者及び子育て支援に係る会議体の整理を

行うため。

改 正 後 改 正 前

員

（略）

文化財専門委員 日額 9,200

公民館運営審議会 委員長 日額 12,300

委員 日額 9,200

（略）

員

（略）

文化財専門委員 日額 9,200

青少年問題協議会 委員・小員会

委員

日額 9,200

公民館運営審議会 委員長 日額 12,300

委員 日額 9,200

（略）
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議案第 16 号

狛江市立児童遊園設置条例を廃止する条例

上記の議案を提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市立児童遊園設置条例を廃止する条例

狛江市立児童遊園設置条例（昭和49年条例第22号）は，廃止する。

付 則

この条例は，令和４年４月１日から施行する。

提案理由

都市公園法（昭和31年法律第79号）及び狛江市都市公園条例（昭和50年条例第６号）に基づく都市公園に移管するため。
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議案第 17 号

狛江市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

狛江市国民健康保険税条例（平成６年条例第６号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額）

第３条 前条第２項の所得割額は，賦課期日の属する年の前年の

所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」とい

う。）第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所

得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得

金額等」という。）に100分の5.51を乗じて算定する。

第３条 前条第２項の所得割額は，賦課期日の属する年の前年の

所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」とい

う。）第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所

得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得

金額等」という。）に100分の5.38を乗じて算定する。

２ （略） ２ （略）

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額）

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額）

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は，被保険者１人につ

いて27,200円とする。

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は，被保険者１人につ

いて26,600円とする。
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改 正 後 改 正 前

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額）

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額）

第７条 第２条第３項の所得割額は，基礎控除後の総所得金額等

に100分の1.92を乗じて算定する。

第７条 第２条第３項の所得割額は，基礎控除後の総所得金額等

に100分の1.87を乗じて算定する。

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額）

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額）

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は，被保険者１人

について11,000円とする。

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は，被保険者１人

について10,700円とする。

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額）

第８条 第２条第４項の所得割額は，介護納付金課税被保険者に

係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.79を乗じて算定す

る。

第８条 第２条第４項の所得割額は，介護納付金課税被保険者に

係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.72を乗じて算定す

る。

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額）

第８条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は，介護納付金課

税被保険者１人について13,300円とする。

第８条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は，介護納付金課

税被保険者１人について12,900円とする。

（納税義務の発生，消滅等に伴う賦課） （納税義務の発生，消滅等に伴う賦課）

第12条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者に

は，その発生した日の属する月から，月割をもって算定した第

２条第１項の額（第20条の規定による減額が行われた場合に

は，その減額後の国民健康保険税の額とする。以下本条におい

て同じ。）を課する。

第12条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者に

は，その発生した日の属する月から，月割をもって算定した第

２条第１項の額（第20条の規定による減額が行われた場合に

は，同条の国民健康保険税の額とする。以下本条において同

じ。）を課する。

２～９ （略） ２～９ （略）
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改 正 後 改 正 前

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額）

第20条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は，第２条第２項本文の基礎課

税額からアに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額

が63万円を超える場合には，63万円）及び同条第３項本文の後

期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が19万円を超える場合には，19万円）並

びに同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を減

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に

は，17万円）の合算額とする。

第20条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は，第２条第２項本文の基礎課

税額からアに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額

が63万円を超える場合には，63万円）及び同条第３項本文の後

期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が19万円を超える場合には，19万円）並

びに同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を減

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に

は，17万円）の合算額とする。

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が，43万円（納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得を有するもの（前年中に法第703条の５第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）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。）の数及び公的年金等に係る所得を

有する者（前年中に法第703条の５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（年齢65歳未満の者にあっ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歳以上の者に

あっ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，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」という。）が

(１) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が，43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得を有するもの（前年中に法第703条の５に規定する総所得

金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）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

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。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前

年中に法第703条の５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（年齢

65歳未満の者にあっ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歳以上の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい，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」という。）が２以上の場合にあっ
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改 正 後 改 正 前

２以上の場合にあっては，43万円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算した金額）

を超えない世帯に係る納税義務者

ては，43万円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算した金額）を超えない世帯に係

る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について19,040円

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について18,620円

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について7,700円

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について7,490円

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について9,310円

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について9,030円

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が，43万円（納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，43万円に当該

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

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき28万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前号に該当する者を除く。）

(２) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が，43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては，43万円に当該給与所

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

算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

28万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。）

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について13,600円

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について13,300円

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について5,500円

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について5,350円

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額
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介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について6,650円

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について6,450円

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が，43万円（納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，43万円に当該

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

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき52万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前２号に該当する者を除く。）

(３) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が，43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては，43万円に当該給与所

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

算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

52万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

２号に該当する者を除く。）

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について5,440円

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について5,320円

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について2,200円

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について2,140円

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について2,660円

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について2,580円

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に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納税義務者に対して課

する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学

児につき算定した被保険者均等割額（前項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）に限る。）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

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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た額とする。 ＿＿＿＿＿

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

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 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 4,080円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 6,800円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 10,880円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,600円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 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 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 1,650円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 2,750円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 4,400円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,500円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例）

第20条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその

世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場合における第３条及び前条

第１項の規定の適用については，第３条第１項中「規定する総

所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第20条の２に規

定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれて

いる場合においては，当該給与所得については，所得税法第28

条第２項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する

金額によるものとする。次項において同じ。）」と，「同条第

２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と，前条第１項第

第20条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその

世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場合における第３条及び前条

の規定の適用については，第３条第１項中「規定する総所得金

額」とあるのは「規定する総所得金額（第20条の２に規定する

特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場

合においては，当該給与所得については，所得税法第28条第２

項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額に

よるものとする。次項において同じ。）」と，「同条第２項」

とあるのは「法第314条の２第２項」と，前条第１号中「総所
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１号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額（次条に規

定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれて

いる場合においては，当該給与所得については，所得税法第28

条第２項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する

金額によるものとする。次号及び第３号において同じ。）及

び」とする。

得金額」とあるのは「総所得金額（次条に規定する特例対象被

保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合において

は，当該給与所得については，所得税法第28条第２項の規定に

よって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものと

する。次号及び第３号において同じ。）」とする。

付 則 付 則

１ （略） １ （略）

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

２ 当分の間，世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保

険者若しくは特定同一世帯所属者が，前年中に所得税法第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

規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上である者に係るもの

に限る。）の控除を受けた場合における第20条第１項の規定の

適用については，同条中「法第703条の５第１項に規定する総

所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の５第１

項に規定する総所得金額（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は，同条第２項第１号の規定によ

って計算した金額から15万円を控除した金額によるものとす

る。）及び山林所得金額」と，「110万円」とあるのは「125万

円」とする。

２ 当分の間，世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保

険者若しくは特定同一世帯所属者が，前年中に所得税法第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

規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上である者に係るもの

に限る。）の控除を受けた場合における第20条の規定の適用に

ついては，同条中「法第703条の５に規定する総所得金額及び

山林所得金額」とあるのは「法第703条の５に規定する総所得

金額（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

については，同条第２項第１号の規定によって計算した金額か

ら15万円を控除した金額によるものとする。）及び山林所得金

額」と，「110万円」とあるのは「125万円」とする。

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例）

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例）

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等

を有する場合における第３条，第７条，第８条及び第20条第１

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等

を有する場合における第３条，第７条，第８条及び第20条の規
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項の規定の適用については，第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第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」と，「同

条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と，同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第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」と，第20条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第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」とする。

定の適用については，第３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第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」と，「同条第２

項」とあるのは「法第314条の２第２項」と，同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

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」と，第20条中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第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」とする。

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有す

る場合における第３条，第７条，第８条及び第20条第１項の規

定の適用については，第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措

置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２

項，第34条第１項，第34条の２第１項，第34条の３第１項，第

35条第１項，第35条の２第１項，第35条の３第１項又は第36条

の規定に該当する場合には，これらの規定の適用により同法第

31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の

金額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と，

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と，同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有す

る場合における第３条，第７条，第８条及び第20条の規定の適

用については，第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法

（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項，第

34条第１項，第34条の２第１項，第34条の３第１項，第35条第

１項，第35条の２第１項，第35条の３第１項又は第36条の規定

に該当する場合には，これらの規定の適用により同法第31条第

１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除し

た金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」

という。）の合計額から法第314条の２第２項」と，「及び山

林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに

控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と，同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と，第20
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と，第20条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは，「及び

山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額」とする。

条中「及び山林所得金額」とあるのは，「及び山林所得金額並

びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とす

る。

５ （略） ５ （略）

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例）

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例）

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等

に係る譲渡所得等を有する場合における第３条，第７条，第８

条及び第20条第１項の規定の適用については，第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

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」と，「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２

項」と，同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第35条の２第５項に規定す一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」と，第20条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第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」と

する。

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等

に係る譲渡所得等を有する場合における第３条，第７条，第８

条及び第20条の規定の適用については，第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

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」と，「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」

と，同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第35条の２第５項に規定す一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」と，第20条中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第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」とする。

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例）

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例）

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株

式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条，第７条，

第８条及び第20条第１項の規定の適用については，第３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株

式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条，第７条，

第８条及び第20条の規定の適用については，第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

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
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渡所得等の金額」と，「同条第２項」とあるのは「法第314条

の２第２項」と，同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第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」と，第20条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第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」とする。

得等の金額」と，「同条第２項」とあるのは「法第314条の２

第２項」と，同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第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」と，第20条中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

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」とする。

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例）

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例）

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得，

譲渡所得又は雑所得を有する場合における第３条，第７条，第

８条及び第20条第１項の規定の適用については，第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

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」と，「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２

項」と，同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第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」と，第20条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第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」とする。

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得，

譲渡所得又は雑所得を有する場合における第３条，第７条，第

８条及び第20条の規定の適用については，第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

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」

と，「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と，

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第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」と，第20条中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第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」とする。

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例）

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例）

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又

は雑所得を有する場合における第３条，第７条，第８条及び第

20条第１項の規定の適用については，第３条第１項中「及び山

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又

は雑所得を有する場合における第３条，第７条，第８条及び第

20条の規定の適用については，第３条第１項中「及び山林所得
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林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第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」と，

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と，同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第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」と，第20条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第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」とする。

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第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」と，「同条

第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と，同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第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」と，第20条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第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」とする。

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が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（昭和37年法律第144

号）第８条第２項に規定する特例適用利子等，同法第12条第５

項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第２項に規定する

特例適用利子等に係る利子所得，配当所得，譲渡所得，一時所

得及び雑所得を有する場合における第３条，第７条，第８条及

び第20条第１項の規定の適用については，第３条第１項中「山

林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金

額並びに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（昭和37年法律第144号）第８条第２

項（同法第12条第５項及び第16条第２項において準用する場合

を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第

20条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計

額から法第314条の２第２項」と，「山林所得金額の合計額

（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合

計額（」と，同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と，第20条

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が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（昭和37年法律第144

号）第８条第２項に規定する特例適用利子等，同法第12条第５

項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第２項に規定する

特例適用利子等に係る利子所得，配当所得，譲渡所得，一時所

得及び雑所得を有する場合における第３条，第７条，第８条及

び第20条の規定の適用については，第３条第１項中「山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並び

に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（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同

法第12条第５項及び第16条第２項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第20条

において「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第

314条の２第２項」と，「山林所得金額の合計額（」とあるの

は「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と，

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は特例適用利子等の額」と，第20条中「山林所得金
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第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特

例適用利子等の額」とする。

額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と

する。

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が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４項に規定す

る特例適用配当等，同法第12条第６項に規定する特例適用配当

等又は同法第16条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子

所得，配当所得及び雑所得を有する場合における第３条，第７

条，第８条及び第20条第１項の規定の適用については，第３条

第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「山林所得金額並びに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４項（同法第12

条第６項及び第16条第３項において準用する場合を含む。）に

規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第20条第１項に

おいて「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第

314条の２第２項」と，「山林所得金額の合計額（」とあるの

は「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と，

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は特例適用配当等の額」と，第20条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の

額」とする。

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が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４項に規定す

る特例適用配当等，同法第12条第６項に規定する特例適用配当

等又は同法第16条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子

所得，配当所得及び雑所得を有する場合における第３条，第７

条，第８条及び第20条の規定の適用については，第３条第１項

中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林

所得金額並びに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４項（同法第12条第６

項及び第16条第３項において準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用配当等の額（以下この条及び第20条において「特例

適用配当等の額」という。）の合計額から法第314条の２第２

項」と，「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と，同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

特例適用配当等の額」と，第20条中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法，法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法，法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２
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第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得，配当所得，

譲渡所得，一時所得及び雑所得を有する場合における第３条，

第７条，第８条及び第20条第１項の規定の適用については，第

３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法，法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44

年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３

条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から

法第314条の２第２項」と，「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに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の合計額

（」と，同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は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」と，第20条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

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」とする。

第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得，配当所得，

譲渡所得，一時所得及び雑所得を有する場合における第３条，

第７条，第８条及び第20条の規定の適用については，第３条第

１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税

法，法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法

律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の

２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第

314条の２第２項」と，「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに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の合計額（」

と，同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は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」と，第20条中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

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」と

する。

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２

第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得，配当所得及

び雑所得を有する場合における第３条，第７条，第８条及び第

20条第１項の規定の適用については，第３条第１項中「及び山

林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法，法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下

「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第12項に

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２

第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得，配当所得及

び雑所得を有する場合における第３条，第７条，第８条及び第

20条の規定の適用については，第３条第１項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等の実施に伴う所得税法，法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の２の２第12項に規定する
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改 正 後 改 正 前

規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の２第２

項」と，「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項

に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と，同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適

用配当等の額」と，第20条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条

の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

条約適用配当等の額の合計額から法第314条の２第２項」と，

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定す

る条約適用配当等の額の合計額（」と，同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約

等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等

の額」と，第20条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項

に規定する条約適用配当等の額」とする。

14 （略） 14 （略）

15 当分の間，第24条第１項第１号の規定の適用については，同

号中「又はこれに準ずると認められる者」とあるのは，「若し

くはこれに準ずると認められる者又は賦課期日の前日（同日後

に出生した場合は，その出生した日）において，同一世帯に18

歳未満の子（国民健康保険の被保険者に限り，納税義務者及び

子の配偶者を除く。）が３人以上いる者」とする。この場合に

おいて，賦課期日の前日（同日後に出生した場合は，その出生

した日）において，同一世帯に18歳未満の子（国民健康保険の

被保険者に限り，納税義務者及び子の配偶者を除く。）が３人

以上いる者は，被保険者の資格取得の届出（減免を受けようと

する日の属する年度前に行った届出を含む。）をもって，同条

第２項の規定による申請書の提出をしたものとみなす。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

付 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。

（適用区分）

２ この条例による改正後の狛江市国民健康保険税条例の規定は，令和４年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し，令和
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３年度分までの国民健康保険税については，なお従前の例による。

提案理由

狛江市国民健康保険財政健全化計画（赤字削減・解消計画）に基づく保険税率の改定等に伴い，所要の改正を行うため。
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議案第 18 号

狛江市消防団条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市消防団条例の一部を改正する条例

狛江市消防団条例（昭和42年条例第１号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（報酬） （報酬）

第10条 団員等に別表第１に定める月額報酬を支給する。ただ

し，停職又は休団の期間については，月額報酬を支給しない。

第10条 団員等に別表第１に定める報酬を支給する。ただし，停

職又は休団の期間については，報酬を支給しない。

２ 月額報酬は，就職した当月分からその職を離れた当月分まで

を支給する。ただし，月の中途で就退任し，停職の懲戒処分を

受け，又は休団した場合の月額報酬は，それぞれの日割計算に

より支給する。

２ 報酬は，就職した当月分からその職を離れた当月分までを支

給する。ただし，月の中途で就退任し，停職の懲戒処分を受

け，又は休団した場合の報酬額は，それぞれの日割計算により

支給する。

３ 月額報酬の支給方法は，毎会計年度を３期に分け，４月分を

それぞれ７月，11月及び３月の末日までに支給する。

３ 報酬の支給方法は，毎会計年度を３期に分け，４月分をそれ

ぞれ７月，11月及び３月の末日までに支給するものとする。

４ 団員等が公務のため出動したときは，翌月21日までに，別表

第１の２に定める出動報酬を支給する。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿ （出動手当）

第12条 削除 第12条 団員等が公務のため出動したときは，出動手当を支給す
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改 正 後 改 正 前

る。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿

２ 前項の出動手当の額は，別表第４のとおりとし，翌月21日ま

でに支給する。

第15条 市長は，次に掲げる事項について功労があると認められ

るものに対して，感謝状を授与することができる。

第15条 市長は，次に掲げる事項について功労があると認められ

るものに対して，感謝状を授与することができる。

(１) 災害（水火災，地震等の災害をいう。以下同じ。）の予

防又は鎮圧

(１) 水火災の予防又は鎮圧

(２) （略） (２) （略）

(３) 災害現場における人命救助 (３) 水火災現場における人命救助

(４) 災害時において警戒，防御又は救助に関し消防団に対し

てなした協力

(４) 水火災その他災害時において警戒，防御，救助に関し消

防団に対してなした協力

（表彰） （表彰）

第16条 団長は，次の各号に掲げる表彰を当該各号の分団及び団

員にするものとする。

第16条 団長は，次の各号に掲げる表彰を当該各号の分団及び団

員にするものとする。

(１) 功労表彰 災害において消防任務遂行上功労抜群である

と認められる分団及び団員

(１) 功労表彰 水火災及び他の災害において消防任務遂行上

功労抜群であると認められる分団及び団員

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略）

（服務） （服務）

第20条 団員は，団長の命によって出動服務するものとする。た

だし，招集の命を受けない場合でも，災害の発生を知ったとき

は，直ちに出動し服務しなければならない。

第20条 団員は，団長の命によって出動服務するものとする。招

集の命を受けない場合でも，水火災その他の非常災害の発生を

知ったときは，直ちに出動し服務しなければならない。

２ （略） ２ （略）

（遵守事項） （遵守事項）

-84-



改 正 後 改 正 前

第21条 団員等は，次の事項を遵守しなければならない。 第21条 団員等は，次の事項を遵守しなければならない。

(１) 住民に対して常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め，

災害に際しては，身を挺してこれに当たる心構えを持たなけ
てい

ればならない。

(１) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努

め，災害に際しては，身を挺してこれに当たる心構えを持た
てい

なければならない。

(２)～(７) （略） (２)～(７) （略）

別表第１（第10条関係） 別表第１（第10条関係）

月額報酬額表 報酬額表

別表第１の２（第10条関係） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

出動報酬額表 ＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 別表第４（第12条関係）

＿＿＿＿ 出動手当

（略） （略）

出動事由 報酬額

災害出動（大規模災害等） １日 8,000円

災害出動（大規模災害等以

外）

１回 3,400円

訓練，演習，特別警戒，機械

器具整備，研修等

１回 2,600円

その他臨時に市長が必要と認

めるとき。

１回 2,600円
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改 正 後 改 正 前

出動事由 手当額

災害出動（火災，水害，水

難救助，震災，台風等）

１回 3,300円

訓練，演習，特別警戒，機

械器具整備，研修等

１回 2,500円

その他臨時に市長が必要と

認めたとき。

１回 2,500円

付 則

この条例は，令和４年４月１日から施行する。

提案理由

消防団員の報酬等の基準の策定等について（令和３年４月13日付け消防庁長官通知）に基づき，所要の改正を行うため。
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議案第 19 号

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

上記の議案を提出する。

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

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

東京都後期高齢者医療広域連合規約（平成19年３月１日東京都知事許可）の一部を次のように変更する。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１～４ （略） １～４ （略）

５ 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

する関係区市町村の負担金の額については，別表第２中

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

「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。）

「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。）

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

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

（略） （略）
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改 正 後 改 正 前

の人口による。 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。

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。

」 」

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

定により区，市，町及び村が納付するものとされたものを

いう。）

「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。）

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

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

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。

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。

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。

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。

」 」

（略） （略）

（略） （略）
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改 正 後 改 正 前

とする。 とする。

附 則

（施行期日）

１ この規約は，令和４年４月１日から施行する。

（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

度分以後の変更後の規約第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。

提案理由

令和４年度分及び令和５年度分の後期高齢者医療の保険料について，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

として支弁するよう規約を変更するため。
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議案第 20 号

道路の廃止について

道路の廃止につき，下記道路調書のとおり議会の議決を求める。

記

道路調書

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により，議会の議決を求めるため。

路 線 番 号 起 点 終 点
幅 員

（ｍ）

延 長

（ｍ）

市道

第 206 号線

中和泉五丁目

93-８番地

中和泉五丁目

93-11 番地
0.91 35.60
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同意第 １ 号

狛江市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

下記の者を，狛江市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので議会の同意を求める。

記

令和４年２月24日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方税法（昭和25年法律第226号）第423条第３項の規定により，議会の同意を求めるため。

住 所 東京都狛江市和泉本町

氏名・年齢 石川 慶一郎 ・ 57歳
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