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「平成 28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    ２０１億８，９１０万円 

            （前年比 2億 4,920万円 1.2％減） 

             

【２ 歳入】 

１款 国民健康保険税 

・一般被保険者国民健康保険税 

現年課税分 ３０億９，１００万円 

滞納繰越分  ２億１，４２０万円 

・退職被保険者等国民健康保険税 

現年課税分  １億１，５００万円 

滞納繰越分      ７７０万円 

 

２款 使用料及び手数料  

・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 

・療養給付費等負担金 ２８億２，７７８万９千円 

   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 １億  ９６万６千円 

  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 ２，９６５万１千円 

  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 ５億３，８７６万円 

  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  

 ・療養給付費等交付金 

現年度分 ５億８，１８６万円 

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

資料４ 
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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 

 ・前期高齢者交付金 

現年度分 ５６億１，７００万８千円 

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  

・高額医療費共同事業負担金  1億  ９６万６千円 

  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 ２，９６５万 1千円 

  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  ５１６万１千円 

 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 

・高額医療費共同事業交付金 ３億４，９７６万８千円 

 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 ３７億４，９５３万５千円 

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 

・利子及び配当金 １８万４千円 

保険給付費支払基金の預金利子です。 

 

９款 繰入金 

 ・一般会計繰入金 １２億６，６３２万６千円 

国民健康保険被保険者の保険税負担を緩和するとともに、財政基盤の安定

を図るための保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）３億８，９３５万４千円
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や保険基盤安定のための保険基盤安定繰入金(保険者支援分)２億６，０２８

万円、国民健康保険特別会計の収支不足分を補てんする法定外の繰入金、そ

の他一般会計繰入金 ２億３，８３８万４千円など、一般会計からの繰入金

です。 

 ・基金繰入金 ３億５，０００万円 

  医療費等にかかる基金繰入金です。 

 

10款 繰越金 

・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 

 ・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 ４万５千円 

  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 ６，０６８万３千円 

 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 １，０５４万８千円 

 第三者行為による医療給付費損害賠償金です。 

・退職被保険者等第三者納付金 ６９万９千円 

 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 
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不正利得徴収金の過払分医療費の返納金です。 

・雑入 ２５１万７千円 

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 

 ・一般管理費 ２億７，２８３万８千円 

国民健康保険特別会計に属する職員の給与費 １億７，２９２万９千円や  

国民健康保険事務に係る一般管理業務経費 ８，２９２万５千円などです。 

 ・連合会負担金 ２１６万９千円 

  国民健康保険団体連合会への負担金です。 

 ・賦課徴収費 １９０万４千円 

  国民健康保険税の賦課に係る経費です。 

 ・運営協議会費 ５７万９千円 

  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普及に係る経費です。 

 

２款 保険給付費 

 ・一般被保険者療養給付費 １０３億９，８２５万３千円 

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 ４億３，６９６万４千円 

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  ８３５万３千円 

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 ３０３万６千円 

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 ２，８３３万円 

  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 １２億８，９５７万２千円 

  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 ７，８１３万３千円 

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 ５０万３千円 

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 １万５千円 

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。 

 ・一般被保険者移送費 １０万円 
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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 ５，２９２万円 

  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 ２万８千円 

  出産育児一時金の直接払いに係る手数料です。 

 ・葬祭費 １，４２０万円 

  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 

・後期高齢者支援金 ２２億８，５６６万７千円 

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 １５万１千円 

  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 

・前期高齢者納付金 １４３万２千円 

  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 １５万５千円 

  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 

・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 

・介護納付金 ７億７，４９４万９千円 

  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 

・高額医療費共同事業拠出金 ４億  ３８６万８千円 
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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 ３６億５，２０１万４千円 

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 ８千円 

  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 

 ・特定健康診査等事業費 ２億６，８２４万７千円 

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 １，１０５万９千円 

  保健事業の普及に係る経費と保養施設利用者助成に係る経費です。 

 ・疾病予防費 ４，８２０万６千円 

  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 １８万４千円 

  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。 

 

10款 諸支出金 

・一般被保険者保険税還付金 １，３００万円  

 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  

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。 
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・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 


