
太枠 肖の みご記入 くだ さい。

主た る生 計維持者 （荳帯主）

性所

－

フリ ガナ

廐宅

－

電話価号

南あわじ市市善光寺２ ２番地１

カイ ゴ　 イチ ロウ
ＩＩ ＩＩ ・・ ・・ ・・ ・・ ｌ』 ・・●

介護 郎

収入申告書

圭市回９

緊刄ごレ，ニ・ピｙウ いにぺ石突窪ヲ

六一 ス．蜃Ｗｎ　掻覬　ｉ

令和 ４年 ７回 １０日

。－ －Ｑ、－いい。。

１・ ・令和４ 年４ Ｊ１ １日 から 令ｌｎ５ 年３ １１ ３　１日 まで の回に

納Ｓ ■がＳ定 されてい るも のを ２入 して くだ さい。

２‥ 令ｌｎ３ 年ま介■・ＳＭ（ｉｉｎ３ 年度ＳＩ Ｓ１１） の減１１

串舗 の・ 合、 前年所得 は令和２ 年、 今年 の所得は 令ｉｌ］ ３年・

得と なり ます。（ ２ヵ 年５１万象と なる ｌ１台は１１又入申きを２枚

ご２入の 上、 １１又入・■のわ かる もの をごａ・ くだ さい。）

該售の場合は○で

回んでく ださ い。

どの よう に見ｉ入んだか具体的 にＥ入し てく ださ い。

ａ業 とき業等 の収入の 両力 があ る４合は 合算 した額

が事業４又入 とな りま す。　　　　　　　　　　・

０９ ０－ １２ ３４ －５ ６７８

１　 減免 を串 請す る保険料の額等

２　 圭た るｌｔ計維持者のｘｊリ１もの ４又入に つい て（ほ夕が見 ｉと まれ る１４又入が複数ある 時は それぞれ２入 して くだ さい。）

収入の種類
前年 （令和　　 年） の収入額

（実績）①
售年 （令ｆ口　 ｔ） キのぼ入見込ま② 控翳額③

減侫宰

（①－②－③）／①

給与収入 １， ６００， ０００　　　　円 ８０ ０’ ０００　そ　　　円 円

事業収入 １，２００，０００　　　　円
χ

１ュ ００ ’０ ００　１丁二　　円 円

円

｀　ｙ

＼　円 円

※対象と なる ４又入のＳ９ は、 ぬ年収入、事１４又入、］Ｆ・ま４又入、ＬＬＪ 林４又入です。＼　　　　　　　　　　　　　　售售の場白ば ○で
ＸＳは額とは、Ｍ永のａ入滅夕に対 して■けなった・ＲｔＲびｍ■ＳｇｔＷ補嗷。さ れるｔａです。　　　　　　　 。， 。． 。、，

３　 主た る生計維持者の今年（令和　　年） 中の収入ｊ１込状Ｘについて　 χ　 ｀、

収入 の種類 申請睛ま での収入実績額
＼

申請時以後の収入見毟額Ｘ
へ令和　 年中 の収人見迅額

・（実績 十見史） ②へ
事業 の廃 止・ 失業

給与 収入 ４４０， ０００　　　　円 ３６ ０， ０００　　　　円
Ｘ

８００，０００
円

廃止 ・失業

’事業収入 ５００，０００　　　　円 ６００，０００　　　　円
Ｘ

１， １０ ０， ０００　　　円 廃止 ・失業

円 円 円
廃止 ・失業

（效太見 史額 の肓包方 法等 を記 載し てく ださ い）

給与収入 は、 １Ｒ ・２ Ｒは前年回様ｇ１０万 Ｐヨ のぼ入があり 、３万か ら６ Ｓは Ｊ１ ６万 Ｐヨ の減収に なっ たの で、 ７匹、降 も１ ６万円を見込んだ。

（実績） ＵＩ ～２ Ｊ１　 ２０万Ｆヨ　 ３ＪＩ～６Ｓ　 ２４万円 （ｇｊム）７ ＪＩ ～１ ２ｊ１　 ３６万Ｆヨ　　 計８０万 ＦＲ

事業収入 は、 ＵＩ から ６ＲまでＪ１ １０万円ずつ あっ たが、４ ＪＩ だけ収入がＯ円だ った。今後の見き しは、毎只１０万円を 見ふんだ。

（実績） １回 ～３万　 ３０万円　４Ｊ１　 ０円　５回 ～６ｊヨ　 ２０万円　 （見込） ７ＪＩ～１２ ｊ１　 ６０万Ｐヨ　　 胝１１０万円

Ｘます象 とな る収 入の ａ類 は、 給与 収入 、事業収 入、 不動 産収 入、 Ｌｊｊ林収入 です

菟収入状Ｘが確Ｓでき る書Ｍを添付 して ください。

Ｘ事業の廃止 ・失業の場合は、 それぞれ確認でき る書Ｓを添付 して ください。

４　 主た るｔ計鼈嶌者の前年（令９　 年） 中の Ｆｇｉ得 につ いて （ａａＳ除ｊ

所得の種類 所得金額 所得の種類 所得金額 合計額

年金所得 ７００，０００　　　　　Ｐヨ 円
１， ６５０，０００

円
給与所鶚

｜

９５ ０，０００　　　　　円 円

【！約・ 回意事ａ】　 がｊｉ目 にチ ェッ クを入れ、ＷむＲｐい 世等に放縦険者が複数おら れる 場合は、 誓約 ・目］嵬車ミ欄堪タレを
ニ７おＩ Ｊ４ ６ふ　 り　 ｌｆをｍ］”４４ｔ、、ふ，Ｌ ／　　　　　　　　　爽

１１ｊ決ぷｔｆ牛のを慝へ生を審きする ため、私Ｒび家族のＢ 記載したもの をニ１ピーして使ｊｌ］し ても構いません。　゛
求め るこ とに同意 しま す。

仍収入ぷび所得の状況につ いて は収入申告書にｒ載の とお りです。 なお、事実と 異な る内容である こと がｔｌＪ １１ した４

合は、減免額の変ぞま たは減免の取消を されても異議はあ りま せん。

撼１保険者Ｗ名　　　　 介護　太郎

納期

令和　 ３年度　 随１ 期～随１期

令和　 ４年度　 １期～　 ６期

保険料額

１０ ，６ ００

－

６３ ，６ ００

得と なり ます 。（ ２ヵ 年分 対象 とな る場 合は ＩＩ又入 申１１

ご記入の 上、 収入金額 のわ かる もの をご提出 くだ さｔ

合計保険料 ７４．２ ００


