
 

 

 
令和２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 2,940,800,000 3,820,928,635 3,098,534,106 105.4 81.1 97.8 19.7 3,049,500,000 3,947,150,128 3,168,967,953 103.9 80.3 95.2 19.5

使用料及び手数料 1,000 300 300 30.0 100.0 14.3 0.0 1,000 2,100 2,100 210.0 100.0 皆増 0.0

国 庫 支 出 金 4,731,000 9,838,000 9,838,000 207.9 100.0 123.7 0.1 8,009,000 7,956,000 7,956,000 99.3 100.0 6,416.1 0.0

県 支 出 金 11,207,884,000 11,103,568,682 11,103,568,682 99.1 100.0 97.5 70.7 11,310,920,000 11,389,247,698 11,389,247,698 100.7 100.0 100.1 70.0

財 産 収 入 90,000 86,001 86,001 95.6 100.0 7.0 0.0 1,226,000 1,225,599 1,225,599 100.0 100.0 3,853.2 0.0

繰 入 金 1,108,053,000 1,105,456,983 1,105,456,983 99.8 100.0 100.3 7.0 1,107,964,000 1,102,598,141 1,102,598,141 99.5 100.0 97.9 6.8

繰 越 金 305,404,000 305,404,107 305,404,107 100.0 100.0 65.5 1.9 466,594,000 466,594,271 466,594,271 100.0 100.0 48.8 2.9

諸 収 入 52,062,000 73,030,179 72,692,086 139.6 99.5 51.5 0.5 125,201,000 141,669,922 141,168,619 112.8 99.6 83.3 0.9

歳 入 合 計 15,619,025,000 16,418,312,887 15,695,580,265 100.5 95.6 96.4 100.0 16,069,415,000 17,056,443,859 16,277,760,381 101.3 95.4 96.0 100.0

※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。

調定額
収入割合 収入済額 収入割合 収入済額

収入済額
区　　分

最終予算額 調定額 収入済額 最終予算額

令　　　　　和　　　　　２　　　　　年　　　　　　度 令　　　　　和　　　　　元　　　　　年　　　　　　度

－391－



－392－

２．歳出決算比較
（単位：円、％）

対　前 対　前
年度比 年度比

総 務 費 255,426,000 248,541,736 6,884,264 97.3 99.3 1.6 261,468,000 250,415,778 11,052,222 95.8 102.5 1.6

保 険 給 付 費 11,072,545,000 10,918,137,066 154,407,934 98.6 97.2 70.8 11,275,814,000 11,231,100,249 44,713,751 99.6 100.1 70.3

国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金

3,837,648,000 3,837,646,276 1,724 100.0 95.8 24.9 4,005,620,000 4,005,618,048 1,952 100.0 97.9 25.1

共同事業拠出金 3,000 1,905 1,095 63.5 70.0 0.0 3,000 2,720 280 90.7 115.3 0.0

財 政 安 定 化
基 金 拠 出 金

1,000 0 1,000 0.0 － 0.0 1,000 0 1,000 0.0 － 0.0

保 健 事 業 費 194,761,000 165,035,911 29,725,089 84.7 54.3 1.1 337,162,000 304,190,839 32,971,161 90.2 108.3 1.9

基 金 積 立 金 155,899,000 155,895,001 3,999 100.0 284.9 1.0 54,728,000 54,727,599 401 100.0 55.4 0.3

諸 支 出 金 92,742,000 85,966,884 6,775,116 92.7 68.1 0.6 133,239,000 126,301,041 6,937,959 94.8 22.7 0.8

予 備 費 10,000,000 0 10,000,000 0.0 － 0.0 1,380,000 0 1,380,000 0.0 － 0.0

歳 出 合 計 15,619,025,000 15,411,224,779 207,800,221 98.7 96.5 100.0 16,069,415,000 15,972,356,274 97,058,726 99.4 96.9 100.0

※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

令　　　　　和　　　　　２　　　　　年　　　　　度 令　　　　　和　　　　　元　　　　　年　　　　　度
支出割合 支出割合



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

R元 66,934 22,034 32.9 152,863 34,576 22.6 R元 22,377 35,431 35,404 27

　　　 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

R元 1,157 4,221 76 75 1 111 249 1,627 239 6,843

その他

1,319 245 6,098

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
(％)

3,615148 5,678 1,002

被保険者
均等割額(円)

被保険者
均等割額(円)

所得割率
(％)

R2 7.0 29,000 2.1 10,000 2.2

11,000R元

11,000

　　　　区分

年度

医　療　給　付　費　分

7.0 29,000 2.1 10,000 2.2

R2 67,488 21,967 32.5 152,120 34,166 22.5 R2 22,152 34,677 34,677 0

R2 1,116 4,311 47 76 0 159 5,709 966 3,207 127 234
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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)

234 10,894,652,104

0 151,108

234 10,894,803,212

240 11,208,539,535

0 6,306,447

240 11,214,845,982

(2)２年間の診療費の内訳

(3)２年間の診療費の推移

※退職者医療制度の廃止に伴い令和元年度末をもって退職被保険者等は0人となりましたが、遡及の給付が発生しました。

　　　　　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

R
2

一 般 分 548,003 9,425,748,349 10,990 74,023,671 24,823 1,351,373,084 0 0 75 31,807,000 11,700,000 584,125

退職者等分 7 35,294 1 3,416 6 112,398 0 0 0 0 0 14

合　計 548,010 9,425,783,643 10,991 74,027,087 24,829 1,351,485,482 0 0 75 31,807,000 11,700,000 584,139

R
元

一 般 分 614,580 9,771,221,536 13,076 81,230,147 24,620 1,313,076,082 0 0 74 31,011,770 12,000,000 652,590

退職者等分 479 5,477,382 37 128,923 24 700,142 0 0 0 0 0 540

合　計 615,059 9,776,698,918 13,113 81,359,070 24,644 1,313,776,224 0 0 74 31,011,770 12,000,000 653,130

　　　　　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)

R
2

一 般 分 7,430 108,184 4,604,065,297 281,917 421,225 4,693,377,805 69,909 128,058 915,276,600 359,256 657,467 10,212,719,702

退職者等分 0 0 △ 24,860 3 4 27,890 3 3 23,840 6 7 26,870

合　計 7,430 108,184 4,604,040,437 281,920 421,229 4,693,405,695 69,912 128,061 915,300,440 359,262 657,474 10,212,746,572

R
元

一 般 分 7,933 115,378 4,627,400,341 316,931 481,571 4,991,100,024 79,672 145,251 965,513,370 404,536 742,200 10,584,013,735

退職者等分 3 35 1,745,650 245 329 3,383,280 66 148 767,070 314 512 5,896,000

合　計 7,936 115,413 4,629,145,991 317,176 481,900 4,994,483,304 79,738 145,399 966,280,440 404,850 742,712 10,589,909,735

　　　　　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)

R
2

一 般 分 10,212,719,702 1.83 28,427 294,510

退職者等分 26,870

合　計 10,212,746,572 1.83 28,427 294,510

R
元

一 般 分 10,584,013,735 1.83 26,163 298,950

退職者等分 5,896,000 1.63 18,777 218,370

合　計 10,589,909,735 1.83 26,158 298,888
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（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 1,852,400 （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。 448

（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 116,831 （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。 448

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険税納税義務者

（手段）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）　　 22,672件

  　   　　　             随時（年12回）　 7,857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 312,648 （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 450

（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

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

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



（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）予算等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 382,800 （目的）国民健康保険制度の啓発を行います。 450

（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。

（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 9,425,748,349 （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。 450

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　548,003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 35,294 （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。 450

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

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

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
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（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）

（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　7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 74,023,671 （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 450

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　10,990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。

（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 3,416 （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 452

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　1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。

決算書の
ページ
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（所　 管 　課）
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（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 22,087,895 （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。 452

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　563,300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 1,351,373,084 （目的）医療費の自己負担の軽減を図ります。 452

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。

（単位：件、円）

（成果）医療費の自己負担の軽減が図られました。

合  　計 24,823 1,351,373,084

198,919,723

入院分 3,774 588,269,767

その他 3,298 113,223,750

他法併用分 1,537 95,615,736

単独分

多数該当分 2,456 245,390,915

長期疾病分 2,888

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
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ページ

区　  分 件  数 金    額

合算分
多数該当分 1,234 26,037,092

その他 9,636 83,916,101
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（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 112,398 （目的）医療費の自己負担の軽減を図ります。 452

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。

（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 1,202,104 （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 452

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　59件

（成果）医療費の自己負担の軽減が図られました。

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）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 0 （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 452

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）提出される高額介護合算支給申請書に基づき支給します。

　　　　　

（成果）令和2年度は、申請がありませんでした。

（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。 452

支給事業

（国民健康保険課） （対象）一般被保険者

（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）令和2年度は、申請がありませんでした。

（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。 454

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）令和2年度は、申請がありませんでした。
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（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 31,807,000 （目的）出産育児費用の負担の軽減を図ります。 454

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）

（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 15,120 （目的）出産育児費用の負担の軽減を図ります。 454

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　72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。

決算書の
ページ
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（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 11,700,000 （目的）葬祭費用の負担の軽減を図ります。 454

（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　234件

（成果）葬祭費用の負担軽減が図られました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）6 傷病手当諸費　　　　（目）1 傷病手当金　　　 （単位：円）

傷病手当金支給事業 28,735 （目的）国民健康保険の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染若しくは感染が疑われる被用者が仕 454

（国民健康保険課） 　　　事を休みやすい環境を整えます。

（対象）国民健康保険の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染若しくは感染が疑われる場合で、労

　　　務に服することができない方

（手段）対象者からの申請に基づき、傷病手当金を支給しました。　　

　　　　・件数　1件

（成果）国民健康保険の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染若しくは感染が疑われる被用者が仕

　　　事を休みやすい環境を整えることができました。

（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 2,577,131,259 （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。 454

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。
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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）1 一般被保険者医療給付費分　　 （単位：円）

（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）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 2,100,000 （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。 456

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 980,622,853 （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。 456

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 600,000 （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。 456

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。
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（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）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 277,192,164 （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。 456

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 1,905 （目的）退職者医療制度の適正化を図ります。 456

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、127人分のリスト出力に係る経費の請求がありました。

（成果）適正に退職被保険者等を確認することができました。

（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。 458

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）令和2年度は、請求がありませんでした。
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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 114,700,236 （目的）生活習慣病の早期発見を行います。 458

（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　9,678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

　　　保持増進に寄与することができました。

特定保健指導事業 10,922,484 （目的）生活習慣病の早期改善及び糖尿病性腎症の重症化予防を行います。 458

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険の被保険者で、特定健康診査等の受診結果からメタボリックシンドロームのリスク

　　　があると判定された方及び糖尿病の重症化リスクが高いと判定された方

（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、埼玉県国民健康保険団体連合会と

　　　の共同事業として、糖尿病性腎症重症化予防対策事業を行いました。

　　　　糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者及び受診中断者78人に対して医療機関への受診勧奨を

　　　実施するとともに、糖尿病性腎症で治療中の患者のうち、重症化するリスクの高い通院患者33人に

　　　対して保健指導を行いました。

（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。

（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 5,753,829 （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。 458

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険の被保険者
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（手段）医療費通知を送付しました。

　　　　・送付回数　　　　　　　6回

　　　　・送付件数　  延べ101,129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 1,018,920 （目的）健康の保持増進を図ります。 460

事業

（国民健康保険課） （対象）国民健康保険の被保険者で、国民健康保険税を完納している世帯の方

（手段）保養施設を利用した被保険者に対し、同一年度1泊を限度として助成を行いました。

（単位：円、人）

（成果）保養施設の利用により、心身ともに疲れをとる機会を設け、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 626,784 （目的）健康づくりの更なる普及拡大を図ります。 460

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助成金を支払い

　　　ました。

　　　　・埼玉県コバトン健康マイレージ参加者　853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。

（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 21,991,758 （目的）疾病の早期発見を行います。 460

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険の被保険者で、国民健康保険税を完納している世帯の方

大人 3,000 301 903,000

子供 1,500 6 9,000
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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）

（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38,940円の一部28,940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

　　　康の保持増進に寄与することができました。

がん検診助成事業 9,685,900 （目的）がんの早期発見を行います。 460

（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）国民健康保険の被保険者が受診した各種がん検診の検査費用を保健センターに支払いました。

（単位：円、人）
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

4,424,000

　指定医療機関（脳ドック） 12 336,000

406,200

胃がん検診 集団 500 1,556 778,000

合計 786 21,952,158

大腸がん検診 4,576,800

助成金額

　委託医療機関（市内8医療機関） 157 4,543,580

助成金額助成件数申　請　区　分

大腸がん検診 集団 300 1,354

個別 800 5,721

受診者数助成単価形態検　査　項　目

　その他の医療機関（脳ドック） 12 331,650

　指定医療機関（人間ドック） 158

447 12,316,928　その他の医療機関（人間ドック）

肺がん検診（喀たん） 集団 300 89 26,700

肺がん検診（胸部X線） 集団 200 2,309 461,800

子宮頸がん検診 個別 1,200 388 465,600

子宮頸がん検診

乳がん検診 集団 800 549 439,200

集団 500 361 180,500

乳がん検診 個別 1,500 376 564,000



（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

　　　康の保持増進に寄与することができました。

（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 336,000 （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 460

（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）国保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

　　　行いました。

　　　　・件数　1件

（成果）出産費の負担を軽減することができました。

（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 155,895,001 （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立てます。 460

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。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

支　出　済　額

事　 業　 名
（所　 管 　課）

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

前立腺がん検診 個別 600 2,661 1,596,600

決算書の
ページ

前立腺がん検診 集団 300 635 190,500

合　　　　計 15,999 9,685,900

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

- 409 -



- 410 -

（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 13,873,900 （目的）適正な国民健康保険税の収納管理を行います。 462

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　　　　　626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）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 0 （目的）適正な国民健康保険税の収納管理を行います。 462

税還付事業

（収納課） （対象）国民健康保険税納税義務者（退職被保険者等）

（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、税の還付を行います。

　　　　・還付件数　　　　　　0件

（成果）還付は発生しませんでした。

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

一般被保険者還付加 402,600 （目的）適正な国民健康保険税の収納管理を行います。 462

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　　　　　　56件

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



（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。 462

加算金事業

（収納課） （対象）国民健康保険税納税義務者（退職被保険者等）

（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。　

　　　　・還付件数　　　　　　0件

（成果）還付は発生しませんでした。

（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 60,694,384 （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。 462

（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 10,996,000 （目的）一般会計へ繰り出します。 464

（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。

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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