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「平成 29年度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）」の概要説明  
【１ 概要】 

 歳入歳出予算総額    １９９億７，４５０万円 

            （前年比 2億 1,460万円 1.1％減） 

             

【２ 歳入】 

１款 国民健康保険税 ３３億５，９９０万円 

・一般被保険者国民健康保険税 

現年課税分 ３０億７，２００万円 

滞納繰越分  １億９，９８０万円 

合 計  ３２億７，１８０万円 

・退職被保険者等国民健康保険税 

現年課税分    ７，９００万円 

滞納繰越分      ９１０万円 

 合 計     ８，８１０万円 

 

２款 使用料及び手数料 １千円 

・総務手数料 １千円 

  国保加入証明発行に係る手数料です。 

 

３款 国庫支出金 ３５億５，９２４万４千円 

・療養給付費等負担金 ２８億４，２２５万１千円 

   一般療養給付費負担金、後期高齢者支援金負担金、介護納付金負担金な

どの法定負担分が交付されるものです。 

 ・高額療養費共同事業負担金 ９，６７６万６千円 

  高額医療費拠出金の法定負担分が交付されるものです。 

・特定健康診査等負担金 ２，９５８万７千円 

  特定健康診査等に係る費用の一部が交付されるものです。 

・財政調整交付金 ５億９，０６４万円 

  財政調整交付金、後期高齢者支援金財政調整交付金、介護納付金財政調整

交付金など、市町村間の財政力の不均衡を調整するために交付されるもので

す。 

 

４款 療養給付費等交付金 ４億２，１３４万３千円 

 ・療養給付費等交付金 

資料４ 
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現年度分 ４億２，１３４万３千円 

退職者医療制度における財源として、退職被保険者等の療養給付費等の支

給に要する経費から、退職被保険者等に係る保険税等を控除した額が、社会

保険診療報酬支払基金から交付されるものです。 

 

５款 前期高齢者交付金 ５３億２，４８１万３千円 

 ・前期高齢者交付金 

現年度分 ５３億２，４８１万３千円 

前期高齢者（６５歳から７４歳まで）に係る保険者間の費用負担の調整の

ため、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものです。 

 

６款 県支出金 ９億５，５４１万３千円 

・高額医療費共同事業負担金 ９，６７６万６千円 

  高額医療費拠出金（１件８０万円超）の法定負担分が交付されるものです。 

・特定健康診査等負担金 ２，９５８万７千円 

  特定健康診査等に係る費用の一部が交付されるものです。 

 ・県財政調整交付金 ８億２，９０６万円 

 財政調整交付金、後期高齢者支援金財政調整交付金、介護納付金財政調整

交付金など、市町村間の財政力の不均衡を調整するために交付されるもので

す。 

 

７款 共同事業交付金 ４３億７，９４２万５千円 

・高額医療費共同事業交付金 ４億７，１８０万４千円 

 一般被保険者の高額な医療費（１件８０万円超）の発生による国保財政の

急激な影響の緩和を図るため、国民健康保険団体連合会から交付されるもの

です。 

・保険財政共同安定化事業交付金 ３９億  ７６２万１千円 

県内市町村間国保の保険税の平準化、財政の安定化を図るため、1件８０万

円以下の医療費について国民健康保険団体連合会から交付されるものです。 

  

８款 財産収入 ３万６千円 

・利子及び配当金 ３万６千円 

保険給付費支払基金の預金利子です。 

 

９款 繰入金 １５億６，３４４万８千円 

 ・一般会計繰入金 １２億３，３４４万８千円 
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（一般会計繰入金の主なもの） 

 ○保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）３億８，７０６万３千円 

  国民健康保険被保険者の保険税負担を緩和する軽減措置分について 

繰り入れるものです。 

○保険基盤安定繰入金(保険者支援分) ２億６，２２６万９千円 

 保険者としての財政基盤の安定を図るため繰り入れるものです。 

○その他一般会計繰入金 ２億１，４５０万１千円 

国民健康保険特別会計の収支不足分を補てんするもの（法定外繰入金） 

 ・基金繰入金 ３億３，０００万円 

   見込まれる医療費不足分を補うため、保険給付費支払基金から取り崩し 

て繰り入れるものです。 

 

10款 繰越金 ３億１千円 

・療養給付費等交付金繰越金 １千円 

  療養給付費等交付金の前年度からの繰越金です。 

・その他繰越金 ３億円 

  前年度からの繰越金です。 

 

11款 諸収入 １億１，０８７万６千円 

 ・一般被保険者延滞金 ３，８００万円 

納期限後に納付された国民健康保険税に係る延滞金です。 

 ・退職被保険者等延滞金 ７４万１千円 

納期限後に納付された国民健康保険税に係る延滞金です。 

 ・一般被保険者加算金 １千円 

  不正利得徴収金に係る加算金です。 

 ・退職被保険者等加算金 １千円 

不正利得徴収金に係る加算金です。 

 ・市預金利子 １万１千円 

  歳計現金の預金利子です。 

 ・出産費資金貸付金元利収入 ３３万６千円 

 出産費資金貸付金の返還金です。 

・特定健康診査等受託料 ５，７５６万６千円 

 後期高齢者医療制度加入者に実施する健康診査に係る委託料及び事務経費

の受託料で、埼玉県後期高齢者医療広域連合から納付されるものです。 

・一般被保険者第三者納付金 １，０４１万４千円 

 第三者行為による医療給付費損害賠償金です。 
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・退職被保険者等第三者納付金 １０７万６千円 

 第三者行為による医療給付費損害賠償金です。 

・一般被保険者返納金 １千円 

 不正利得徴収金の過払分医療費の返納金です。 

・退職被保険者等返納金 １千円 

不正利得徴収金の過払分医療費の返納金です。 

・雑入 ２７２万８千円 

療養指定公費負担金及び督促手数料です。
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【３ 歳出】 

 

１款 総務費 ２億９，１１２万９千円 

 ・一般管理費 ２億８，５７９万１千円 

国民健康保険特別会計に属する２４人分の職員の給与費 １億７，１２３

万４千円や、国民健康保険事務に係る一般管理業務経費 ９，９１８万７千

円などです。 

 ・連合会負担金 ２１０万４千円 

  国民健康保険団体連合会への負担金です。 

 ・賦課徴収費 １９２万２千円 

  国民健康保険税の賦課に係る経費です（封筒印刷代、通知郵送料等）。 

 ・運営協議会費 ７９万９千円 

  久喜市国民健康保険運営協議会に係る経費です。 

 ・趣旨普及費 ５１万３千円 

  国民健康保険の制度周知に係る経費です（パンフレット印刷代等）。 

 

２款 保険給付費 １２２億４，９９２万６千円 

 ・一般被保険者療養給付費 １０３億４，４６２万３千円 

一般被保険者の医療費に係る保険者負担金です。  

・退職被保険者等療養給付費 ３億３，２３２万２千円 

退職被保険者の医療費に係る保険者負担金です。 

 ・一般被保険者療養費 １億  ９０６万３千円 

一般被保険者の療養費に係る保険者負担金です。 

 ・退職被保険者等療養費 ２１４万３千円 

退職被保険者の療療費に係る保険者負担金です。 

 ・審査支払手数料 ２，８０１万７千円 

  国民健康保険団体連合会が行うレセプトの審査･支払い及び入力に係る手

数料です。 

 ・一般被保険者高額療養費 １３億１，２０３万３千円 

  一般被保険者の高額療養費に係る保険者負担金です。 

 ・退職被保険者等高額療養費 ６，１７６万１千円 

退職被保険者の高額療養費に係る保険者負担金です。 

 ・一般被保険者高額介護合算療養費 １０１万４千円 

一般被保険者の高額介護合算療養費に係る保険者負担金です。 

 ・退職被保険者等高額介護合算療養費 ８万５千円 

退職被保険者の高額介護合算療養費に係る保険者負担金です。 
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 ・一般被保険者移送費 ２０万円 

一般被保険者の移送費に係る保険者負担金です。  

・退職被保険者等移送費 １０万円 

退職被保険者の移送費に係る保険者負担金です。 

 ・出産育児一時金 ４，７０４万円 

  国民健康保険被保険者の出産に係る保険者負担金です。 

 ・支払手数料 ２万５千円 

  出産育児一時金の直接払いに係る手数料です。 

 ・葬祭費 １，１５０万円 

  被保険者の死亡に対する保険者負担金です。 

   

３款 後期高齢者支援金等 ２２億  ３０６万９千円 

・後期高齢者支援金 ２２億  ２９１万２千円 

７５歳以上の後期高齢者に対する現役世代の支援金で、国民健康保険の被

保険者数に応じ、金額が示されます。 

 ・後期高齢者関係事務費拠出金 １５万７千円 

  後期高齢者支援金に係る事務費に対する拠出金です。 

 

４款 前期高齢者納付金等 １６１万４千円 

・前期高齢者納付金 １４６万２千円 

  前期高齢者医療費の保険者間の不均衡を調整するための納付金です。 

 ・前期高齢者関係事務費拠出金 １５万２千円 

  前期高齢者納付金に係る事務費に対する拠出金です。 

 

５款 老人保健拠出金 １１万２千円 

・老人保健医療費拠出金 １千円 

 老人保健医療費の保険者間の不均衡を調整するための拠出金です。 

・老人保健事務費拠出事業 １１万１千円 

  老人保健医療費拠出金に係る事務費に対する拠出金です。 

 

６款 介護納付金 ６億９，９０５万６千円 

・介護納付金 ６億９，９０５万６千円 

  ４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者の介護保険料に相当するもので、 

第２号被保険者数に応じて社会保険診療報酬支払基金へ納付するものです。 

 

７款 共同事業拠出金 ４１億５，１６９万７千円 
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・高額医療費共同事業拠出金 ３億８，７０６万６千円 

高額な医療費が発生した場合の保険者の財政運営の安定化を図るため、１

件８０万円を超える医療費について、県内市町村国保が国保連合会に拠出す

るものです。 
・保険財政共同安定化事業拠出金 ３７億６，４６２万４千円 

高額な医療費が発生した場合の保険者の財政運営の安定化を図るため、１

件８０万円以下の医療費について、県内市町村国保が国保連合会に拠出する

ものです。 
 ・その他共同事業事務費拠出金 ７千円 

  退職被保険者等該当者リスト作成に係る国民健康保険団体連合会への拠出

金です。 

 

８款 保健事業費 ３億２，１６５万９千円 

 ・特定健康診査等事業費 ２億６，１５１万９千円 

４０歳以上の国保被保険者を対象に行うメタボリックシンドロームに着目

した特定健康診査及び特定保健指導に係る経費と後期高齢者医療被保険者を

対象に行う健康診査に係る経費です。 

・保健衛生普及費 １，２１６万円 

  医療費のお知らせに係る経費、保養施設利用者助成金及び健康マイレージ

事業に係る国保分の負担金です。 

 ・疾病予防費 ４，７６４万４千円 

  人間ドック受診者助成とがん検診受診者助成、及び健康づくり運動教室に

係る経費です。 

・貸付金 ３３万６千円 

出産費資金の貸付に係る経費です。 

 

９款 基金積立金 

・保険給付費支払基金積立金 ３万６千円 

  保険給付費支払基金への積立金です。医療費の変動に備えるために保険給

付費支払基金に積み立てるものです。当初予算では、利息分の積み立てを見

込んでいます。 

 

10款 諸支出金 １，６２０万２千円 

・一般被保険者保険税還付金 １，５００万円  

 一般被保険者国民健康保険税の更正による減額等に係る還付金です。 

・退職被保険者等保険税還付金 ５０万円  
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退職被保険者国民健康保険税の更正による減額等に係る還付金です。 

・一般被保険者還付加算金 ６５万円  

 国民健康保険税の還付に伴う還付加算金です。 

・退職被保険者等還付加算金 ５万円  

 国民健康保険税の還付に伴う還付加算金です。 

 ・償還金 １千円 

  前年度に交付された補助金等の精算に伴い、超過分を返還するものです。 

 ・一般会計繰出金  １千円 

  一般会計への繰出金です。 

 

11款 予備費 ４，０００万円 


