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【健康保険補充保険料（第二代健康保険）の徴収基準の調整など】 

健康保険の財務状況が良好であることから保険料率の引き下げへの期待を受け、2015年11月20日衛生福

利部では、2016年1月より一般健康保険料率を4.91%から4.69%へ引き下げることを決定しました。補充保険料

率も連動して2%から1.91%へ引き下げられます。新しい保険料率は2019年まで適用され、毎月一人当たり平均

NT$73.6の減額となります。 

2016年1月以降の健康保険の補充保険料率(第二代健康保険)及び一般保険料率などの調整は以下の通り

です。 

 

1. 補充保険料（第二代健康保険）【徴収基準の変更】 

徴収項目 これまでの徴収基準 2016年1月1日以降の基準 

賞与 
年間賞与累計額が保険加入額の４倍を超え

た場合の超過部分 

変更無し 

兼職給与所得 
一回の給付額が最低賃金※に達する場合

（全額） 

変更無し 

業務執行収入 
一回の給付額がNT$5,000に達する場合（全

額） 

一回の給付額がNT$20,000に達する場合

（全額） 
受取利息 

家賃収入 

配当所得 

1) 雇用主（責任者）又は自営業主の身分で

健康保険に加入する者：一回の給付総

額から年間の雇用主身分の期間におけ

る保険加入額を控除し、控除後

NT$5,000 に達する場合（全額） 

2) 雇用主又は自営業主の身分以外で健康

保険に加入する者：一回の給付額が

NT$5,000 に達する場合（全額） 

1) 雇用主（責任者）又は自営業主の身

分で健康保険に加入する者：一回の

給付総額から年間の雇用主身分の期

間における保険加入額を控除し、控

除後 NT$20,000 に達する場合（全額） 

2) 雇用主又は自営業主の身分以外で

健康保険に加入する者：一回の給付

額が NT$20,000 に達する場合（全額） 

※2016年1月現在、NT$20,008 

 

2. 補充保険料率【費率の引き下げ】 

2016年1月1日より、2%から1.91%へ引き下げ 

3. 一般保険料率【費率の引き下げ】 

2016年1月1日より、4.91%から4.69%へ引き下げ 

4. 会社負担分健康保険料の計算における平均扶養家族数の引き下げ 

健康保険加入事業主（公営民営事業機関）が健康保険料を負担する従業員の扶養家族数(平均扶養家

族数)は、2016年1月1日より、0.62人から0.61人へ引き下げ 

 

資料出所：衛生福利部中央健康保険署  台北業務組 
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