
   
平成 30年度久喜市国民健康保険特別会計 

決算に係る主要な施策の成果に関する調書      



１．歳入決算比較
（単位：円、％）

対
予算

対
調定

対　前
年度比

構成比
対
予算

対
調定

対　前
年度比

構成比

国民健康保険税 3,081,800,000 4,236,577,413 3,327,038,056 108.0 78.5 96.5 19.6 3,359,900,000 4,509,708,492 3,447,438,009 102.6 76.4 94.6 16.5

使用料及び手数料 1,000 0 0 0.0 - 0.0 0.0 1,000 300 300 30.0 100.0 50.0 0.0

国 庫 支 出 金 1,000 124,000 124,000 12400.0 100.0 0.0 0.0 3,599,238,000 3,890,743,602 3,890,743,602 108.1 100.0 109.3 18.6

県 支 出 金 11,805,375,000 11,372,888,839 11,372,888,839 96.3 100.0 1,351.3 67.1 980,573,000 841,629,103 841,629,103 85.8 100.0 104.4 4.0

財 産 収 入 34,000 31,807 31,807 93.6 100.0 130.3 0.0 36,000 24,413 24,413 67.8 100.0 150.2 0.0

繰 入 金 1,127,428,000 1,126,725,096 1,126,725,096 99.9 100.0 73.2 6.6 1,544,763,000 1,539,102,709 1,539,102,709 99.6 100.0 97.4 7.4

繰 越 金 955,751,000 955,751,717 955,751,717 100.0 100.0 92.9 5.6 1,029,251,000 1,029,251,544 1,029,251,544 100.0 100.0 104.2 4.9

諸 収 入 139,581,000 170,054,861 169,437,499 121.4 99.6 121.5 1.0 110,876,000 140,762,676 139,430,048 125.8 99.1 44.7 0.7

療 養 給 付 費 等
交 付 金

- - - - - 皆減 - 307,865,000 240,196,000 240,196,000 78.0 100.0 69.9 1.1

前期高齢者交付金 - - - - - 皆減 - 5,565,067,000 5,565,067,210 5,565,067,210 100.0 100.0 104.5 26.6

共同事業交付金 - - - - - 皆減 - 4,379,425,000 4,204,865,657 4,204,865,657 96.0 100.0 98.6 20.1

歳 入 合 計 17,109,971,000 17,862,153,733 16,951,997,014 99.1 94.9 81.1 100.0 20,876,995,000 21,961,351,706 20,897,748,595 100.1 95.2 100.4 100.0

※構成比は、原則として小数点以下第2位を四捨五入していますので、合計が100.0にならない場合があります。

区　　分
最終予算額 調定額 収入済額 最終予算額

平　　　　　成　　　　　30　　　　　年　　　　　　度 平　　　　　成　　　　　29　　　　　年　　　　　　度

調定額

収入割合 収入済額 収入割合 収入済額

収入済額
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２．歳出決算比較
（単位：円、％）

対　前 対　前
年度比 年度比

総 務 費 254,081,000 244,255,282 9,825,718 96.1 89.9 1.5 281,067,000 271,680,339 9,386,661 96.7 102.0 1.4

保 険 給 付 費 11,747,838,000 11,214,878,930 532,959,070 95.5 94.3 68.0 12,244,968,000 11,895,727,538 349,240,462 97.1 101.1 59.7

国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金

4,090,012,000 4,090,008,924 3,076 100.0 皆増 24.8 0 0 0 - - -

共同事業拠出金 4,000 2,359 1,641 59.0 0.0 0.0 4,316,877,000 3,862,727,989 454,149,011 89.5 94.2 19.4

財 政 安 定 化
基 金 拠 出 金

1,000 0 1,000 0.0 皆増 0.0 0 0 0 - - -

保 健 事 業 費 322,619,000 280,760,217 41,858,783 87.0 102.1 1.7 320,451,000 274,945,465 45,505,535 85.8 102.3 1.4

基 金 積 立 金 98,761,000 98,758,807 2,193 100.0 29.9 0.6 330,036,000 330,024,413 11,587 100.0 94.3 1.7

諸 支 出 金 557,517,000 556,738,224 778,776 99.9 146.0 3.4 381,903,000 381,235,682 667,318 99.8 273.1 1.9

予 備 費 39,138,000 0 39,138,000 0.0 - 0.0 31,296,000 0 31,296,000 0.0 - 0.0

後 期 高 齢 者
支 援 金 等

- - - - 皆減 - 2,203,069,000 2,158,409,088 44,659,912 98.0 98.0 10.8

前 期 高 齢 者
納 付 金 等

- - - - 皆減 - 7,835,000 7,829,097 5,903 99.9 485.5 0.0

老人保健拠出金 - - - - 皆減 - 112,000 36,870 75,130 32.9 63.6 0.0

介 護 納 付 金 - - - - 皆減 - 759,381,000 759,380,397 603 100.0 108.6 3.8

歳 出 合 計 17,109,971,000 16,485,402,743 624,568,257 96.3 82.7 100.0 20,876,995,000 19,941,996,878 934,998,122 95.5 100.8 100.0

※構成比は、原則として小数点以下第2位を四捨五入していますので、合計が100.0にならない場合があります。

執行率 構成比 執行率 構成比
最終予算額 支出済額 不用額 最終予算額 支出済額 不用額

区　　　分

平　　　　　成　　　　　30　　　　　年　　　　　度 平　　　　　成　　　　　29　　　　　年　　　　　度

支出割合 支出割合
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３．被保険者
(1)２年間の国保加入状況

※世帯、人口それぞれ年度末現在の数値 ※年間平均の数値

(2)２年間の被保険者異動状況

(3)保険税率

　　　 区分
年度

世帯数(世帯)
加入率(％)

人口・被保険者数(人)
加入率(％)

　　　 区分
年度

年度平均
世帯数(世帯)

年度平均被保険者数(人)

総世帯 国保 総人口 国保 総数 一般被保険者 退職被保険者等

29 65,505 23,002 35.1 153,714 37,102 24.1 29 23,369 38,174 37,602 572

　　　　 区分
年度

年　度　中　増　(人)
合計

年　度　中　減　(人)
合計

転入 社会保険離脱 生活保護廃止 出生 後期高齢者離脱 その他 転出 社会保険加入 生活保護開始 死亡 後期高齢者加入

29 1,323 4,258 75 87 2 158 294 1,764 247 7,473

その他

1,857 244 7,136

後期高齢者支援金等分 介　護　納　付　金　分

所得割率
(％)

被保険者
均等割額(円)

所得割率
(％)

4,067201 5,946 943

被保険者
均等割額(円)

被保険者
均等割額(円)

所得割率
(％)

30 7.0 29,000 2.1 10,000 2.2

11,00029

11,000

　　　　 区分

年度

医　療　給　付　費　分

7.0 29,000 2.1 10,000 2.2

30 66,251 22,434 33.9 153,407 35,741 23.3 30 22,907 36,789 36,589 200

30 1,150 4,333 50 83 1 158 5,775 957 3,690 128 260
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４．保険給付
(1)２年間の保険給付状況

件数 金額(円)

248 11,135,411,168

0 52,783,016

248 11,188,194,184

287 11,686,502,463

0 183,963,377

287 11,870,465,840

(2)２年間の診療費の内訳

(3)２年間の診療費の推移

　　　　　区分
年度

療養の給付 療養費 高額療養費 移送費 出産育児一時金

件数 金額(円)

葬祭費 合　計

件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 金額(円) 件数

30

一 般 分 633,471 9,726,500,928 13,683 85,156,214 24,703 1,274,607,126 0 0 88 36,746,900 12,400,000 672,193

退職者等分 3,477 45,988,015 129 824,413 139 5,970,588 0 0 0 0 0 3,745

合　計 636,948 9,772,488,943 13,812 85,980,627 24,842 1,280,577,714 0 0 88 36,746,900 12,400,000 675,938

29

一 般 分 645,933 10,181,345,150 13,728 97,864,790 25,068 1,354,203,443 2 185,900 91 38,553,180 14,350,000 685,109

退職者等分 9,697 156,841,132 251 1,525,056 234 25,597,189 0 0 0 0 0 10,182

合　計 655,630 10,338,186,282 13,979 99,389,846 25,302 1,379,800,632 2 185,900 91 38,553,180 14,350,000 695,291

　　　　　区分
年度

入　　　　院 入　　　院　　　外 歯　　　　科 合　　　　計

件数 日数 費用額(円) 件数 日数 費用額(円) 件数 日数 費用額(円) 件数 日数 費用額(円)

30

一 般 分 8,015 114,358 4,522,359,814 328,017 500,764 5,023,282,438 79,903 149,659 980,454,890 415,935 764,781 10,526,097,142

退職者等分 32 245 10,617,436 1,785 2,914 32,772,795 491 963 6,387,670 2,308 4,122 49,777,901

合　計 8,047 114,603 4,532,977,250 329,802 503,678 5,056,055,233 80,394 150,622 986,842,560 418,243 768,903 10,575,875,043

29

一 般 分 8,674 125,661 4,963,946,962 335,176 512,205 5,027,082,149 80,298 154,823 999,661,699 424,148 792,689 10,990,690,810

退職者等分 117 1,616 77,081,050 4,946 8,230 86,115,870 1,403 2,781 17,102,080 6,466 12,627 180,299,000

合　計 8,791 127,277 5,041,028,012 340,122 520,435 5,113,198,019 81,701 157,604 1,016,763,779 430,614 805,316 11,170,989,810

　　　　　区分
年度

費用額(円) 1件当たりの日数 1件当たりの費用額(円) 1人当たりの費用額(円)

30

一 般 分 10,526,097,142 1.84 25,307 287,685

退職者等分 49,777,901 1.79 21,568 248,890

合　計 10,575,875,043 1.84 25,286 287,474

29

一 般 分 10,990,690,810 1.87 25,912 292,290

退職者等分 180,299,000 1.95 27,884 315,208

合　計 11,170,989,810 1.87 25,942 292,633
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（款）1 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）1 一般管理費　　 （単位：円）

ペイジー・クレジット 905,938 （目的）国民健康保険税のペイジー及びクレジットカードによる収納を実施します。 432

収納事業

（収納課、出納室） （対象）国民健康保険税納税義務者

（手段）共同利用センター及び指定代理納付者と運用にかかる業務委託契約を締結し、ペイジー及び

　　　クレジットカードによる収納を行いました。

　　・ペイジー収納件数　　　　　16,814件

　　・クレジット収納件数 499件

（成果）国民健康保険税の納付について、金融機関のATM、パソコンや携帯電話などからでも納付が可

　　　能となり、納税者の利便性の向上を図ることができました。

（款）1 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）2 連合会負担金　　　 （単位：円）

連合会負担金事業 1,992,050 （目的）埼玉県国民健康保険団体連合会の円滑な運営のため負担します。 432

（国民健康保険課）

（対象）埼玉県国民健康保険団体連合会

（手段）保険者平等割及び被保険者数に基づいた負担金請求額を支払いました。

（成果）埼玉県内の国民健康保険事業を行う市町村及び国民健康保険組合の共通の事務事業が円滑に行わ

 れました。

（款）1 総務費　　　　（項）2 徴税費　　　　（目）1 賦課徴収費　　　 （単位：円）

賦課業務経費 1,027,230 （目的）国民健康保険税の公平かつ適正な賦課決定を行います。 432

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険税納税義務者

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事 　業 　名
(所 　管　 課)

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

－396－



（手段）地方税法703条の4に基づき、納税義務者に対して国民健康保険税の納税通知書を発行しました。

 なお、年度途中で異動があった場合は、月割賦課により納税通知書を発行しました。

　・納税通知書発行　当初（7月）　　 23,586件

 随時（年12回）　 9,302件

・納税相談　随時、窓口や電話で実施しました。

（成果）課税資料、納税義務者を適切に把握し、公平かつ適正な賦課決定ができました。

（款）1 総務費　 　（項）3 運営協議会費　 　（目）1 運営協議会費　 （単位：円）

運営協議会業務経費 333,541 （目的）国民健康保険事業の運営について、「久喜市国民健康保険運営協議会」での審議を通じて、事業 432

（国民健康保険課） 　の適正な実施を図ります。

（対象）国民健康保険事業

（手段）国民健康保険運営協議会において、予算等について審議をしていただきました。

・運営協議会開催数　3回

（成果）予算について審議いただき、事業の執行に役立てることができました。

（款）1 総務費　 　（項）4 趣旨普及費　 　（目）1 趣旨普及費　 （単位：円）

趣旨普及事業 479,520 （目的）国民健康保険制度の啓発を行います。 434

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険の被保険者

（手段）国民健康保険制度の啓発用パンフレットを作成し、国民健康保険の新規加入世帯に窓口で配布す

　るとともに、保険証の一斉更新時に加入世帯に郵送しました。

（成果）国民健康保険制度への理解が得られました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ
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（款）2 保険給付費　　　　（項）1 療養諸費　　　　（目）1 一般被保険者療養給付費　　　 （単位：円）

一般被保険者療養給 9,726,500,928 （目的）病気や怪我により、保険医療機関等で治療を受けた際の保険者負担分を負担します。 434

付事業

（国民健康保険課） （対象）一般被保険者が治療を受けた保険医療機関等

（手段）審査決定された診療報酬明細書に基づき請求がありました。　　件数　633,471件

（成果）埼玉県国民健康保険団体連合会を通じて保険医療機関等に支払いました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）1 療養諸費　　　　（目）2 退職被保険者等療養給付費　　　 （単位：円）

退職被保険者等療養 45,988,015 （目的）病気や怪我により、保険医療機関等で治療を受けた際の保険者負担分を負担します。 434

給付事業

（国民健康保険課） （対象）退職被保険者等が治療を受けた保険医療機関等

（手段）審査決定された診療報酬明細書に基づき請求がありました。　　件数　3,477件

　　　　　

（成果）埼玉県国民健康保険団体連合会を通じて保険医療機関等に支払いました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）1 療養諸費　　　　（目）3 一般被保険者療養費　　　 （単位：円）

一般被保険者療養費 85,156,214 （目的）コルセット等の作成に要した費用、保険証を忘れたため自費で治療を受けた場合及び柔道整復師 434

支給事業 　　　等から受けた施術のうち、保険診療の基準で計算した保険者負担分を負担します。

（国民健康保険課）

（対象）一般被保険者及び治療した柔道整復師等

（手段）審査決定された療養費支給申請書に基づき請求がありました。　　件数　13,683件

（成果）一般被保険者に必要な給付を行うことができました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ
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（款）2 保険給付費　　　　（項）1 療養諸費　　　　（目）4 退職被保険者等療養費　　　 （単位：円）

退職被保険者等療養 824,413 （目的）コルセット等の作成に要した費用、保険証を忘れたため自費で治療を受けた場合及び柔道整復師 434

費支給事業 　　　等から受けた施術のうち、保険診療の基準で計算した保険者負担分を負担します。

（国民健康保険課）

（対象）退職被保険者等及び治療した柔道整復師等

（手段）審査決定された療養費支給申請書に基づき請求がありました。　　件数　129件

（成果）退職被保険者等に必要な給付を行うことができました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）1 療養諸費　　　　（目）5 審査支払手数料　　　 （単位：円）

審査支払手数料納付 25,635,617 （目的）診療報酬明細書の審査及び入力に係る経費を負担します。 436

事業

（国民健康保険課） （対象）埼玉県国民健康保険団体連合会

（手段）審査された診療報酬明細書の件数に応じて請求がありました。　　件数　653,978件

（成果）埼玉県国民健康保険団体連合会に支払いました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）2 高額療養費　　　　（目）1 一般被保険者高額療養費　　　 （単位：円）

一般被保険者高額療 1,274,607,126 （目的）医療費の自己負担の軽減を図ります。 436

養費支給事業

（国民健康保険課） （対象）1か月の医療費が自己負担限度額を超えた一般被保険者

（手段）該当する世帯の国保世帯主に対し通知し、申請書が提出されました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

支　出　済　額

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ
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（単位：件、円）

（成果）医療費の自己負担の軽減が図られました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）2 高額療養費　　　　（目）2 退職被保険者等高額療養費　　　 （単位：円）

退職被保険者等高額 5,970,588 （目的）医療費の自己負担の軽減を図ります。 436

療養費支給事業

（国民健康保険課） （対象）1か月の医療費が自己負担限度額を超えた退職被保険者等

（手段）該当する世帯の国保世帯主に対し通知し、申請書が提出されました。

（単位：件、円）

（成果）医療費の自己負担の軽減が図られました。

区　  分 件  数 金  額

他法併用分 2,050 102,753,168

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

長期疾病分 34 1,224,597

単独分

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額
決算書の
ページ

金  額

多数該当分 1,101 25,162,586

区　  分

合算分

入院分 3,755 559,118,132

3,007 95,917,793

合  　計 139 5,970,588

多数該当分 40 702,555

他法併用分 13 710,673

その他 17 208,601

多数該当分 13 1,208,778

合  　計 24,703 1,274,607,126

その他 9,362 75,951,468

多数該当分 2,257 213,959,789

長期疾病分 3,171 201,744,190

件  数

入院分 17 1,673,638

合算分

単独分

その他 5 241,746

その他

決算書の
ページ
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（款）2 保険給付費　　　　（項）2 高額療養費　　　　（目）3 一般被保険者高額介護合算療養費　　　 （単位：円）

一般被保険者高額介 861,331 （目的）医療及び介護の両制度における自己負担額の合計額が、著しく高額となった世帯の負担軽減を図 436

護合算療養費支給事 　　　ります。

業

（国民健康保険課） （対象）各医療保険の世帯内で、医療及び介護の両制度ともに自己負担額があり、自己負担額の合計額が

　　　限度額を超えて高額になった世帯の一般被保険者

（手段）該当する世帯の国保世帯主に対し通知し、申請書が提出されました。　　件数　44件

（成果）医療費の自己負担の軽減が図られました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）2 高額療養費　　　　（目）4 退職被保険者等高額介護合算療養費　　　 （単位：円）

退職被保険者等高額 170,788 （目的）医療及び介護の両制度における自己負担額の合計額が、著しく高額となった世帯の負担軽減を図 436

介護合算療養費支給 　　　ります。

事業

（国民健康保険課） （対象）各医療保険の世帯内で、医療及び介護の両制度ともに自己負担額があり、自己負担額の合計額が

　　　限度額を超えて高額になった世帯の退職被保険者等

（手段）該当する世帯の国保世帯主に対し通知し、申請書が提出されます。　　件数　1件

　　　　　

（成果）医療費の自己負担の軽減が図られました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）3 移送費　　　　（目）1 一般被保険者移送費　　　 （単位：円）

一般被保険者移送費 0 （目的）療養の給付を受けるため、病院や診療所に移送されたときの費用を負担します。 436

支給事業

（国民健康保険課） （対象）一般被保険者
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（手段）提出される移送費支給申請書に基づき支給します。

（成果）平成30年度は、申請はありませんでした。

（款）2 保険給付費　　　　（項）3 移送費　　　　（目）2 退職被保険者等移送費　　　 （単位：円）

退職被保険者等移送 0 （目的）療養の給付を受けるため、病院や診療所に移送されたときの費用を負担します。 438

費支給事業

（国民健康保険課） （対象）退職被保険者等

（手段）提出される移送費支給申請書に基づき支給します。

（成果）平成30年度は、申請はありませんでした。

（款）2 保険給付費　　　　（項）4 出産育児諸費　　　　（目）1 出産育児一時金　　　 （単位：円）

出産育児一時金支給 36,746,900 （目的）出産育児費用の負担の軽減を図ります。 438

事業

（国民健康保険課） （対象）国民健康保険の被保険者

（手段）国保世帯主からの申請に基づき、1児につき420,000円（産科医療補償制度加算対象出産でない場

　　　合404,000円）を、直接支払制度利用者分は埼玉県国民健康保険団体連合会に、直接支払制度不利

　　　用者分及び直接支払制度利用者のうち出産費用がその額に満たなかった分（差額分）は申請者に支

　　　払いました。 （単位：件、円）
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（うち差額支給、未申請分） (1) △ 149,100

36,746,900合　　  計 88 

区　　　分 件  数 金  額

404,000円支給 4 1,616,000

420,000円支給 84 35,280,000
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（成果）出産育児費用の負担軽減が図られました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）4 出産育児諸費　　　　（目）2 支払手数料　　　 （単位：円）

出産育児一時金支払 17,010 （目的）出産育児費用の負担の軽減を図ります。 438

手数料納付事業

（国民健康保険課） （対象）国民健康保険の被保険者

（手段）出産育児一時金直接支払制度利用者分の支払手数料を国民健康保険団体連合会に支払いました。

　　　　　件数　81件（1件当たり210円）

（成果）出産育児費用の負担軽減が図られました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）5 葬祭諸費　　　　（目）1 葬祭費　　　 （単位：円）

葬祭費支給事業 12,400,000 （目的）葬祭費用の負担の軽減を図ります。 438

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険の被保険者

（手段）葬祭を行った方からの申請に基づき、50,000円を支給しました。　　件数　248件

（成果）葬祭費用の負担軽減が図られました。

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　　　（項）1 医療給付費分　　　　（目）1 一般被保険者医療給付費分　　 （単位：円）

一般被保険者医療給 2,725,044,322 （目的）一般被保険者医療給付費分の国保事業費納付金を埼玉県へ拠出します。 438

付費分国保事業費納

付金事業 （対象）埼玉県国民健康保険事業特別会計

（国民健康保険課）

（手段）国保事業費納付金（一般被保険者医療給付費分）を埼玉県に支払いました。

（成果）国民健康保険の安定的な運営が図られました。
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（款）3 国民健康保険事業費納付金　　　　（項）1 医療給付費分　　　　（目）2 退職被保険者等医療給付費分　　 （単位：円）

退職被保険者等医療 8,657,604 （目的）退職被保険者等医療給付費分の国保事業費納付金を埼玉県へ拠出します。 438

給付費分国保事業費

納付金事業 （対象）埼玉県国民健康保険事業特別会計

（国民健康保険課）

（手段）国保事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分）を埼玉県に支払いました。

（成果）国民健康保険の安定的な運営が図られました。

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　　　（項）2 後期高齢者支援金等分　　　　（目）1 一般被保険者後期高齢者支援金等分　　 （単位：円）

一般被保険者後期高 1,006,811,196 （目的）一般被保険者後期高齢者支援金等分の国保事業費納付金を埼玉県へ拠出します。 440

齢者支援金等分国保

事業費納付金事業 （対象）埼玉県国民健康保険事業特別会計

（国民健康保険課）

（手段）国保事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）を埼玉県に支払いました。

（成果）国民健康保険の安定的な運営が図られました。

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　　　（項）2 後期高齢者支援金等分　　　　（目）2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分　　 （単位：円）

退職被保険者等後期 3,254,245 （目的）退職被保険者等後期高齢者支援金等分の国保事業費納付金を埼玉県へ拠出します。 440

高齢者支援金等分国

保事業費納付金事業 （対象）埼玉県国民健康保険事業特別会計

（国民健康保険課）

（手段）国保事業費納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分）を埼玉県に支払いました。

（成果）国民健康保険の安定的な運営が図られました。
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（款）3 国民健康保険事業費納付金　　　　（項）3 介護納付金分　　　　（目）1 介護納付金分 （単位：円）

介護納付金分国保事 346,241,557 （目的）介護納付金分の国保事業費納付金を埼玉県へ拠出します。 440

業費納付金事業

（国民健康保険課） （対象）埼玉県国民健康保険事業特別会計

（手段）国保事業費納付金（介護納付金分）を埼玉県に支払いました。

（成果）国民健康保険の安定的な運営が図られました。

（款）4 共同事業拠出金　　　　（項）1 共同事業拠出金　　　　（目）1 その他共同事業事務費拠出金　　　 （単位：円）

退職被保険者等該当 2,359 （目的）退職者医療制度の適正化を図ります。 440

者リスト事務費拠出

事業 （対象）被用者年金の受給権が発生している一般被保険者

（国民健康保険課）

（手段）埼玉県国民健康保険団体連合会から、337人分のリスト出力に係る経費の請求がありました。

（成果）28人について退職被保険者に変更しました。

（款）5 財政安定化基金拠出金　　　　（項）1 財政安定化基金拠出金　　　　（目）1 財政安定化基金拠出金　　　 （単位：円）

財政安定化基金拠出 0 （目的）埼玉県及び市町村の財源不足に対し貸付・交付を行う財政安定化基金に拠出します。 440

金事業

（国民健康保険課） （対象）埼玉県国民健康保険財政安定化基金

（手段）埼玉県から請求された財政安定化基金拠出金を納付します。

（成果）平成30年度は、請求はありませんでした。
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（款）6 保健事業費　　　　（項）1 特定健康診査等事業費　　　　（目）1 特定健康診査等事業費　　　 （単位：円）

特定健康診査事業 137,895,077 （目的）生活習慣病の早期発見を行います。 442

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険の被保険者で当該年度中に40～74歳に達する方

（手段）南埼玉郡市医師会との契約に基づく医療機関において特定健康診査を実施しました。

　　　　・受診者数：11,795人

（成果）疾病の早期発見、予防につなげることにより、健康づくりの意識の高揚を図るとともに、健康の

　　　保持増進を促すことができました。

特定保健指導事業 5,065,034 （目的）生活習慣病の早期改善を行います。 442

（市民課（総合窓口

）、国民健康保険課 （対象）特定健康診査受診者のうち、生活習慣病のリスクが高いと判断された被保険者

）

（手段）各保健センターにおいて特定保健指導を実施しました。また、非メタボの方のうち、血糖値に不

　　　安を抱える（HbA1cが受診勧奨領域）保健指導対象者47人に対し6人、受診勧奨対象者131人に対し

　　　84人について、糖尿病重症化予防として戸別訪問や電話による医療機関への受療勧奨及び健康

　　　教育、並びに電話による事後フォローを行いました。

（成果）特定健康診査の結果をもとに、対象者の健康状態に応じた保健指導を行うことにより、生活習慣

　　　の改善を図るとともに、健康の保持増進を促すことができました。また、糖尿病重症化の早期抑制

　　　に取り組むことで、医療費の適正化につなげることができました。

後期高齢者健康診査 80,826,075 （目的）生活習慣病の早期発見を行います。 442

事業

（国民健康保険課） （対象）久喜市在住の後期高齢者医療の被保険者

（手段）南埼玉郡市医師会との契約に基づく医療機関において健康診査を実施しました。

　　　　・受診者数：7,145人

（成果）疾病の早期発見、予防につなげることにより、健康づくりの意識の高揚を図るとともに、健康の

　　　保持増進を促すことができました。
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（款）6 保健事業費　　　　（項）2 保健事業費　　　　（目）1 保健衛生普及費　　　 （単位：円）

保健衛生普及事業 4,596,311 （目的）国民健康保険制度と健康管理に対する周知を図ります。 444

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険の被保険者

（手段）医療費通知を送付しました。

　　　　・送付回数　　　　　　　4回

　　　　・送付件数　　 延べ82,561件

（成果）多くの被保険者が国民健康保険制度と健康管理への理解を深めることができました。

保養施設利用者助成 4,529,930 （目的）健康の保持増進を図ります。 444

事業

（国民健康保険課） （対象）国民健康保険の被保険者

（手段）保養施設を利用した被保険者に、同一年度1泊を限度として助成しました。

（単位：円、人）

（成果）多くの方の利用があり、健康の保持増進に寄与することができました。

健康マイレージ助成 906,780 （目的）健康づくりの更なる普及拡大を図ります。 444

事業

（国民健康保険課） （対象）埼玉県

（手段）埼玉県コバトン健康マイレージ事業に参加する国民健康保険被保険者数に応じた負担金請求額

　　　を支払いました。

　　　　・埼玉県健康マイレージ参加者　627人

（成果）運動をする機会が増え、健康の保持増進に寄与することができました。
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（款）6 保健事業費　　　（項）2 保健事業費　　　（目）2 疾病予防費　 （単位：円）

人間ドック事業 32,896,870 （目的）疾病の早期発見を行います。 444

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険に継続して1年以上加入し、国民健康保険税に未納のない世帯の方

（手段）被保険者からの申請に基づき、市が委託している医療機関で人間ドックを受診した被保険者に

　　　ついては、検査料1人38,232円の一部28,232円を委託医療機関へ支払いました。（自己負担1万円）

　　　　また、指定医療機関又はその他の医療機関で、人間ドック又は脳ドックを受診した被保険者に

　　　ついては、1件当たり28,000円を上限に助成額を医療機関又は申請者に支払いました。

（単位：件、円）

（成果）疾病の早期発見、早期治療につなげることにより、健康づくりの意識の高揚を図るとともに、

　　　健康の保持増進を促すことができました。

がん検診助成事業 11,396,500 （目的）がんの早期発見を行います。 444

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険の被保険者で、各検査対象年齢の方

（手段）保健センターから各種がん検診を受けた方の実績に基づき請求がありました。

（単位：円、人）

32,693,830

検　査　項　目 形態 助成単価 受診者数

大腸がん検診 個別 800 5,836

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

申　請　区　分 助成件数 助　成　額

　委託医療機関（市内8医療機関） 296 8,356,672

4,668,800

7,308,000

　指定医療機関（脳ドック） 46 1,288,000

助成金額

　指定医療機関（人間ドック） 261

　その他の医療機関（人間ドック） 536 14,599,288

　その他の医療機関（脳ドック） 41 1,141,870

合計 1,180

大腸がん検診 集団 300 2,482 744,600

胃がん検診 集団 500 2,937 1,468,500
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（成果）がんの早期発見、早期治療につなげることにより、健康づくりの意識の高揚を図るとともに、

　　　健康の保持増進を促すことができました。

健康づくり運動教室 2,647,640 （目的）自分の体力を知り、自分に合った運動習慣を生活の中に取り入れることにより、生活習慣病の 444

事業 　　　予防や健康増進を図ります。

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険被保険者を含む市内在住者

（手段）保健センターと共催で実施しました。

（単位：回、人）

（成果）生活習慣病の予防並びに健康増進が図られました。

体幹力UP!若返りバランスアップ教室（前期） 6 58

体幹力UP!若返りバランスアップ教室（後期） 6 107

合　　計 81 1,356

355,800

合　　　　計 21,434 11,396,500

事業内容（教室名） 実施回数 参加者数(延)

体幹力UP！夏の運動教室 10 214

前立腺がん検診 集団 300 1,186

前立腺がん検診 個別 600 2,733 1,639,800

乳がん検診（視触診） 集団 400 38

294,000

子宮頸がん検診 集団 500 742 371,000

15,200

乳がん検診（視触診・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 集団 800 1,302 1,041,600

子宮頸がん検診 個別 1,200 245

肺がん検診（喀たん） 集団 300 106

肺がん検診（胸部X線） 集団 200 3,827 765,400

体幹力UP! 秋の運動教室 10 83

筋力アップで太りにくい体をつくろう！くりはし冬の運動教室 10 220

本気で痩せたい方のための真夏の脱メタボ教室 10 161

今年こそしょうぶだ～GO！ 10 217

ラストしょうぶだ～GO!GO! 10 146

燃やせ脂肪！くりはし春のシェイプアップ教室 9 150

31,800
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（款）6 保健事業費　　　　（項）2 保健事業費　　　　（目）3 貸付金　　　 （単位：円）

出産費資金貸付事業 0 （目的）出産育児一時金を受けるまでの間、出産に要する費用を無利子で貸し付けることにより、出産費 444

（国民健康保険課） 　　　の負担の軽減を図ります。

（対象）出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる国民健康保険の被保険者

（手段）国民健康保険の世帯主からの申請に基づき、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度として

　　　貸し付けを行います。

（成果）平成30年度は、申請がありませんでした。

（款）7 基金積立金　　　（項）1 基金積立金　　　（目）1 保険給付費等支払基金積立金　　　 （単位：円）

保険給付費等支払基 98,758,807 （目的）保険給付費又は国民健康保険事業費納付金の不足に充当するため積み立てます。 446

金積立金事業

（国民健康保険課） （対象）保険給付費等支払基金

（手段）国民健康保険保険給付費等支払基金元金及び利子を保険給付費等支払基金に積み立てました。

（成果）保険給付費等支払基金の充実が図られました。

（款）8 諸支出金　　　　（項）1 償還金及び還付加算金　　　　（目）1 一般被保険者保険税還付金　　 （単位：円）

一般被保険者保険税 15,861,609 （目的）適正な国民健康保険税の収納管理を行います。 446

還付事業

（収納課） （対象）国民健康保険税納税義務者（一般被保険者）

（手段）一般被保険者の異動に伴い過年度還付が発生した場合、税の還付を行いました。

　還付件数 631件

（成果）適正な還付を行うことができました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
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（款）8 諸支出金　　　　（項）1 償還金及び還付加算金　　　　（目）2 退職被保険者等保険税還付金　　 （単位：円）

退職被保険者等保険 78,091 （目的）適正な国民健康保険税の収納管理を行います。 446

税還付事業

（収納課） （対象）国民健康保険税納税義務者（退職被保険者）

（手段）退職被保険者等の異動に伴い過年度還付が発生した場合、税の還付を行いました。

　還付件数 13件

（成果）適正な還付を行うことができました。

（款）8 諸支出金　　　（項）1 償還金及び還付加算金　　　（目）3 一般被保険者還付加算金　　 （単位：円）

一般被保険者還付加 195,400 （目的）適正な国民健康保険税の収納管理を行います。 446

算金事業

（収納課） （対象）国民健康保険税納税義務者（一般被保険者）

（手段）一般被保険者の異動に伴い過年度還付の発生により加算金が生じた場合、税の還付に併せて加算

　　　金の還付を行いました。　

　還付件数 62件

（成果）適正な還付を行うことができました。

（款）8 諸支出金　　　　（項）1 償還金及び還付加算金　　　　（目）4 退職被保険者等還付加算金　 （単位：円）

退職被保険者等還付 0 （目的）適正な国民健康保険税の収納管理を行います。 446

加算金事業

（収納課） （対象）国民健康保険税納税義務者（退職被保険者）

（手段）退職被保険者等の異動に伴い過年度還付の発生により加算金が生じた場合、税の還付に併せて加

　　　算金の還付を行います。　
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（成果）平成30年度は、該当はありませんでした。

（款）8 諸支出金　　　　（項）1 償還金及び還付加算金　　　　（目）5 償還金　　 （単位：円）

償還金事業 357,056,124 （目的）過年度に交付された交付金、補助金及び負担金を精算します。 446

（国民健康保険課）

（対象）国及び埼玉県

（手段）実績報告に基づき返還請求がありました。

（成果）精算に基づき、返還することができました。

（款）8 諸支出金　　　　（項）2 繰出金　　　　（目）1 一般会計繰出金　　　 （単位：円）

一般会計繰出事業 183,547,000 （目的）一般会計へ繰り出します。 448

（国民健康保険課）

（対象）一般会計

（手段）歳入と歳出のそれぞれ実績に基づき、繰り出し可能な額を算出しました。

（成果）一般会計へ繰り出すことができました。
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