千葉市国民健康保 険条例の一部を改 正する条例をここ に公布する。
平成３１年３月８ 日
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千葉市条例第８号
千葉市国民健康保 険条例の一部を改 正する条例
千葉市国民健康 保険条例（昭和６ １年千葉市条例第 １０号）の一部を
次のように改正す る。
第８条第１項中 「法第７２条の５ に規定する特定健 康診査等」を「高
齢者医療確保法第 ２０条の規定によ る特定健康診査及 び高齢者医療確保
法第２４条の規定 による特定保健指 導」に改め、「又 は保険給付」を削
る。
第１７条中「第 ２９条の７第２項 第１０号」を「 第 ２９条の７第２項
第９号」に改める 。
第１７条の１０ 中「第２９条の７ 第３項第９号」を 「 第２９条の７第
３項第８号」に改 める。
第２１条第１項 第２号中「介護納 付金賦課被保険者 数」を「介護納付
金賦課被保険者」 に改める。
第２２条中「第 ２９条の７第４項 第９号」を 「第２ ９条の７第４項第
８号」に改める。
第２４条に次の１ 項を加える。
３

第１項の規定 にかかわらず 、市 長は、必要がある と認めるときは、
別に納期限を定め ることができる。
第２６条第１項中 「第２９条の７第 ２項第１０号」を 「第２９条の７

第２項第９号」に 改め、同項第２号 中「金額に」の次 に「政令第２９条
の７第５項第３号 ロの規定において 当該世帯に属する 被保険者の数と特
定同一世帯所属者 の数の合計数に乗 じることとされて いる金額に 」を加
え、「に２７５，０００円」を削り、同項第３号中「金額に」の次に
「政令第２９条の ７第５項第３号ハ の規定において当 該世帯に属する被
保険者の数と特定 同一世帯所属者の 数の合計数に乗じ ることとされてい
る金額に」を加え 、「に５００，０ ００円」を削り、 同条第３項中「第
２９条の７第２項 第１０号」を「第 ２９条の７第２項 第９号」に、「第

２９条の７第３項 第９号」を「第２ ９条の７第３項第 ８号」に改め、同
条第４項中「第２ ９条の７第２項第 １０号」を「第２ ９条の７第２項第
９号」に、「第２ ９条の７第４項第 ９号」を「第２９ 条の７第４項第８
号」に改める。
附則第１２項の 前の見出し中「平 成２２年度」を「 平 成３１年度」に
改め、同項中「２ ，０００，０００ 円」を「規則で定 める 額」に、「第
２９条の７第２項第１０号」を「第２９条の７第２項第９号」に、
「１０分の１」を 「１０分の２」に 改める。
附則第１３項中 「第２９条の７第 ２項第１０号」を 「 第２９条の７第
２項第９号」に、 「第２９条の７第 ３ 項第９号」を「 第２９条の７第３
項第８号」に改め る。
附則第１４項中 「第２９条の７第 ２項第１０号」を 「 第２９条の７第
２項第９号」に、 「第２９条の７第 ４項第９号」を「 第２９条の７第４
項第８号」に改め る。
附則第１６項の 前に見出しとして 「（ 平成２２年度 以後の年度に係る
保険料に関する減 免の特例）」を付 する。
附

則

（施行期日）
１

この条例は、 平成３１年４月１ 日から施行する。 ただし、第８条第
１項、第１７条、 第１７条の１０、 第２１条第１項第 ２号及び 第２２
条の改正規定、第 ２４条に１項を加 える 改正規定、第 ２６条第１項の
改正規定（「第２ ９条の７第２項第 １０号」を「第２ ９条の７第２項
第９号」に改める 部分に限る。）並 びに 同条第３項及 び第４項の改正
規定並びに附則第 １２項の改正規定 （「第２９条の７ 第２項第１０号」
を「第２９条の７ 第２項第９号」に 改める部分に限る 。）並びに附則
第１３項及び第１ ４項の改正規定は 、公布の日から施 行する。
（経過措置）

２

この条例によ る改正後の 第２６ 条第１項第２号及 び第３号並びに附
則第１２項（附則第１３項及び第１４項において準用する場合を含
む。）の規定は、 平成３１年度以後 の年度に係る保険 料について適用
し、平成３０年度 以前の年度に係る 保険料については 、なお従前の例

による。
３

平成３１年度 から平成３３年度 までの各年度の保 険料については、
この条例による改 正前の附則第１２ 項の規定は、なお その効力を有す
る。この場合において、同項中「第２６条第１項各号」とあるのは
「第２６条第１項 各号及び千葉市 国 民健康保険条例の 一部を改正する
条例（平成３１年 千葉市条例第８号 ）による改正後の 附則第１２項」
と、「附則第１６ 項」とあるのは「 同条例附則第４項 の規定により読
み替えて適用され る附則第１６項」 と、「第２９条の ７第２項第１０
号」とあるのは「 第２９条の７第２ 項第９号」と、「 １０分の１」と
あるのは「平成３ １年度分にあって は１００分の８を 、平成３２年度
分にあっては１０ ０分の５を、平成 ３３年度分にあっ ては１００分の
３」とする。

４

前項の場合に おいては、 千葉市 国民健康保険条例 （以下「条例」と
いう。）附則第１ ３項中「前項」と あるのは「 千葉市 国民健康保険条
例の一部を改正す る条例（平成３１ 年千葉市条例第８ 号）による改正
前の附則第１２項 」と、条例附則第 １４項中「附則第 １２項」とある
のは「千葉市国民 健康保険条例の一 部を改正する条例 （平成 ３１年千
葉市条例第８号） による改正前の附 則第１２項」と、 条例附則第１５
項中「附則第１２ 項（附則第１３項 又は前項」とある のは「 千葉市国
民健康保険条例の 一部を改正する条 例（平成３１年千 葉市条例第 ８号）
による改正前の附 則第１２項（同条 例附則第４項の規 定により読み替
えて適用される附 則第１３項又は附 則第１４項」と、 条例附則第１６
項中「附則第１２ 項」とあるのは「 千葉市国民健康保 険条例の一部を
改正する条例（平 成３１年千葉市条 例第８号）による 改正前の附則第
１２項」と、「附 則第１３項又は附 則第１４項」とあ るのは「同条例
附則第４項の規定 により読み替えて 適用される附則第 １３項又は附則
第１４項」と読み 替えて、これらの 規定を適用する。

