
 

 

 

 
平成 23 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、％）

　　　　　　　平　　　　　成　　　　　23　　　　　年　　　　　　度 　　　　　　　平　　　　　成　　　　　22　　　　　年　　　　　　度

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 3,845,741,000 6,140,616,333 3,974,188,463 103.3 64.7 100.8 24.3 4,024,550,000 6,169,428,423 3,941,976,005 97.9 63.9 97.4 25.5

使用料及び手数料 1,000 0 0 0.0 0.0 皆減 0.0 1,000 900 900 90.0 100.0 0.3 0.0

国 庫 支 出 金 3,476,863,000 3,346,206,177 3,346,206,177 96.2 100.0 101.9 20.5 3,204,321,000 3,283,368,530 3,283,368,530 102.5 100.0 96.8 21.2

療 養 給 付 費 等
交 付 金

543,082,000 768,284,000 768,284,000 141.5 100.0 115.4 4.7 649,350,000 665,501,000 665,501,000 102.5 100.0 97.5 4.3

前期高齢者交付金 4,063,616,000 4,063,616,789 4,063,616,789 100.0 100.0 109.8 24.9 3,700,776,000 3,700,776,018 3,700,776,018 100.0 100.0 134.1 23.9

県 支 出 金 578,435,000 699,226,171 699,226,171 120.9 100.0 107.3 4.3 569,623,000 651,766,724 651,766,724 114.4 100.0 103.9 4.2

共 同 事 業 交 付 金 1,655,474,000 1,430,241,704 1,430,241,704 86.4 100.0 97.9 8.8 1,413,467,000 1,460,606,775 1,460,606,775 103.3 100.0 105.4 9.4

財 産 収 入 105,000 66,977 66,977 63.8 100.0 1,603.9 0.0 13,000 4,176 4,176 32.1 100.0 3.5 0.0

繰 入 金 1,045,385,000 1,034,858,599 1,034,858,599 99.0 100.0 94.6 6.3 1,115,212,000 1,093,515,161 1,093,515,161 98.1 100.0 106.7 7.1

繰 越 金 929,921,000 929,921,837 929,921,837 100.0 100.0 154.2 5.7 602,921,000 602,920,217 602,920,217 100.0 100.0 77.4 3.9

諸 収 入 69,954,000 84,899,423 84,898,503 121.4 100.0 127.2 0.5 65,060,000 66,703,398 66,727,098 102.6 100.0 △ 23.3 0.4

歳 入 合 計 16,208,577,000 18,497,938,010 16,331,509,220 100.8 88.3 105.6 100.0 15,345,294,000 17,694,591,322 15,467,162,604 100.8 87.4 107.3 100.0

※構成比は、原則として小数点以下第2位を四捨五入しておりますので、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
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２．歳出決算比較

（単位：円、％）

最 終 予 算 額 支 出 済 額 不 用 額 対　前 最 終 予 算 額 支 出 済 額 不 用 額 対　前

年度比 年度比

総 務 費 288,128,000 275,559,685 12,568,315 95.6 91.9 1.8 311,004,000 299,924,967 11,079,033 96.4 116.6 2.1

保 険 給 付 費 11,061,535,000 10,540,645,745 520,889,255 95.3 104.0 69.1 10,488,360,000 10,133,087,360 355,272,640 96.6 107.3 69.7

後 期 高 齢 者
支 援 金 等

1,950,833,000 1,950,602,233 230,767 100.0 112.0 12.8 1,743,300,000 1,741,773,835 1,526,165 99.9 93.7 12.0

前 期 高 齢 者
納 付 金 等

5,803,000 5,770,334 32,666 99.4 191.8 0.0 5,289,000 3,009,007 2,279,993 56.9 56.9 0.0

老人保健拠出金 111,000 105,567 5,433 95.1 0.5 0.0 22,695,000 22,694,536 464 100.0 41.7 0.2

介 護 納 付 金 816,301,000 816,300,250 750 100.0 114.2 5.4 714,629,000 714,628,504 496 100.0 100.7 4.9

共同事業拠出金 1,655,484,000 1,341,059,857 314,424,143 81.0 97.0 8.8 1,741,603,000 1,383,029,298 358,573,702 79.4 96.8 9.5

保 健 事 業 費 218,097,000 154,010,852 64,086,148 70.6 115.6 1.0 182,573,000 133,242,587 49,330,413 73.0 116.1 0.9

基 金 積 立 金 105,000 66,977 38,023 63.8 1,603.9 0.0 13,000 4,176 8,824 32.1 0.0 0.0

諸 支 出 金 172,497,000 170,935,944 1,561,056 99.1 161.5 1.1 107,519,000 105,846,497 1,672,503 98.4 49.5 0.7

予 備 費 39,683,000 0 39,683,000 0.0 0.0 0.0 28,309,000 0 28,309,000 0.0 0.0 0.0

歳 出 合 計 16,208,577,000 15,255,057,444 953,519,556 94.1 104.9 100.0 15,345,294,000 14,537,240,767 808,053,233 94.7 102.7 100.0

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

区　　　分

平　　　成　　　23　　　年　　　度 平　　　成　　　22　　　年　　　度

支出割合 支出割合

執行率 構成比 執行率 構成比



３．被保険者
(1)２年間の国保加入状況

(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

23 61,463 24,615 40.0 155,879 44,118 28.3 23 24,509 44,078 41,628 2,450

22 60,963 24,335 39.9 156,562 43,897 28.0 22 24,196 43,778 41,318 2,460

※世帯、人口それぞれ年度末現在の数値 ※年間平均の数値

      区分
年度

年　　度　　中　　増　(人)
合計

年　　度　　中　　減　(人)

死亡 後期高齢者加入 その他
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

23 1,440 5,411 64 169 1 438 7,523 1,370 3,873 238 295 1,231 315 7,322

22 1,465 5,517 57 139 0 473 7,651 1,327 3,717 238 295 1,215 309 7,101

     区分

 区域

医　療　給　付　費　分 支　援　金　分 介　護　納　付　金　分

所得割率
(％)

資産割率
(％)

被保険者均
等割額(円)

世帯別平等
割額(円)

所得割率
(％)

被保険者均
等割額(円)

所得割率
(％)

被保険者均
等割額(円)

久喜区域 5.6 － 35,300 － 2.0 11,400 3.02 15,800

菖蒲区域 6.4 30.0 4,200 19,200 2.3 13,800 1.10 10,800

栗橋区域 5.8 38.0 9,200 19,800 1.8 10,000 1.20 12,000

鷲宮区域 6.9 29.0 15,800 14,800 2.4 14,800 1.40 14,800

年度 区分 区域 区分 区分 区域 

区分 年度 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

件             円      件          円        件          円                件          円      件          円         件            円件       日               円       件        日               円      件       日               円       件         日               円
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４．保険給付
(1)２年間の保険給付状況

(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) 件数 金額(円) 件数 金額(円)

23

一　般　分 614,792 8,655,455,808 14,720 95,464,086 15,257 944,264,721 1 36,847 157 65,970,078 281 14,050,000 645,208 9,775,241,540

退職者等分 45,157 648,298,791 1,080 6,649,951 861 83,660,513 47,098 738,609,255

合　計 659,949 9,303,754,599 15,800 102,114,037 16,118 1,027,925,234 1 36,847 157 65,970,078 281 14,050,000 692,306 10,513,850,795

22

一　般　分 605,315 8,369,618,563 14,320 98,756,611 14,560 909,129,957 148 61,976,368 278 13,900,000 634,621 9,453,381,499

退職者等分 43,768 577,211,743 1,086 8,369,826 696 67,193,937 1 74,230 45,551 652,849,736

合　計 649,083 8,946,830,306 15,406 107,126,437 15,256 976,323,894 1 74,230 148 61,976,368 278 13,900,000 680,172 10,106,231,235

       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)

23

一　般　分 7,967 118,811 4,031,529,048 330,836 540,692 4,264,750,085 72,286 155,954 940,261,730 411,089 815,457 9,236,540,863
退職者等分 547 7,564 313,699,792 23,798 40,887 343,941,940 5,769 12,808 74,617,640 30,114 61,259 732,259,372

合　計 8,514 126,375 4,345,228,840 354,634 581,579 4,608,692,025 78,055 168,762 1,014,879,370 441,203 876,716 9,968,800,235

22

一　般　分 8,033 124,462 3,931,859,787 327,983 547,835 4,176,014,075 70,581 154,613 914,438,800

644,924,936

406,597 826,910 9,022,312,662
退職者等分 504 7,084 260,474,016 23,424 40,299 5,425 12,279 74,273,520 29,353 59,662310,177,400

886,572合　計 8,537 131,546 4,192,333,803 351,407 588,134 76,006 166,892 988,712,320 9,667,237,5984,486,191,475 435,950

       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)

2.03 24,316

226,163

262,165

218,363

23

一　般　分 9,236,540,863 1.98 22,468 221,883

退職者等分 732,259,372

退職者等分 644,924,936 2.03 21,971

298,881

合　計 9,968,800,235 1.99 22,595

合　計 9,667,237,598 2.03 22,175 220,824

22

一　般　分 9,022,312,662 2.03 22,190
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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 4,451,550 （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。 480

（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 2,020,108 （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。 480

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険税納税義務者

（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）　　 24,813件

     　　　             随時（年12回）　10,868件

　　　・納税相談　随時、窓口で実施しました。

（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 460,773 （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 480

（国民健康保険課） 　　　の適正な実施を図ります。

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



（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、予算や条例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　4回

（成果）予算や条例等について審議していただき、事業の執行に役立てることができました。

　　　　なお、平成22年度から審議していただいた条例改正（税率改正）については、平成23年度に答申

　　　をいただきました。

（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 406,140 （目的）国民健康保険制度の啓発を行います。 482

（市民課（総合窓口

）） （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 8,655,455,808 （目的）病気や怪我により、療養取扱機関で治療を受けた際の保険者負担分を負担します。 482

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療養取扱機関

（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　614,792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
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（成果）埼玉県国民健康保険団体連合会を通じて療養取扱機関に支払いました。

（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 648,298,791 （目的）病気や怪我により、療養取扱機関で治療を受けた際の保険者負担分を負担します。 482

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療養取扱機関

（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　45,157件

（成果）埼玉県国民健康保険団体連合会を通じて療養取扱機関に支払いました。

（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 95,464,086 （目的）コルセット等の作成に要した費用や、保険証を忘れたため自費で治療を受けた場合や、柔道整復 482

支給事業 　　　師等から受けた治療のうち、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　14,720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



（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 6,649,951 （目的）コルセット等の作成に要した費用や、保険証を忘れたため自費で治療を受けた場合や、柔道整復 482

費支給事業 　　　師等から受けた治療のうち、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　1,080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 26,379,737 （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。 484

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　673,003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 944,264,721 （目的）医療費の自己負担の軽減を図ります。 484

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

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
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（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）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 83,660,513 （目的）医療費の自己負担の軽減を図ります。 484

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）

他法併用分 57 5,999,271

単独分

多数該当分 127 8,656,613

長期疾病分 313 21,351,336

入院分 311 45,717,927

その他 27 616,251

合  　計 15,257 944,264,721

区　  分 件  数 金    額

合算分
多数該当分 2 116,505

その他 24 1,202,610

164,865,230

入院分 4,655 549,374,233

その他 3,085 30,094,574

他法併用分 2,228 74,390,496
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区　  分 件  数 金    額

合算分
多数該当分 97 3,390,846

その他 1,108 19,901,195

単独分

多数該当分 1,527 102,248,147

長期疾病分 2,557
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（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 384,553 （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 484

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　15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 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 484

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。

（成果）平成23年度については、申請はありませんでした。

合  　計 861 83,660,513
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（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 36,847 （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保険者負担分を負担します。 484

支給事業

（国民健康保険課） （対象）一般被保険者

（手段）審査決定された移送費支給申請書に基づき請求書が提出されました。

　　　　　件数　1件

（成果）一般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）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保険者負担分を負担します。 484

費支給事業

（国民健康保険課） （対象）退職被保険者等

（手段）審査決定された移送費支給申請書に基づき請求があります。

（成果）平成23年度については、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 65,970,078 （目的）出産育児費用の負担の軽減を図ります。 486

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

　　　合は390,000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、直接支払制度未

決算書の
ページ
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　　　利用者分及び直接支払制度利用者のうち出産費用が420,000円（産科医療補償制度加算対象出産で

　　　ない場合は390,000円）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）

（　）内は直接支払制度差額に係る前年度及び翌年度支給分です。

（成果）出産育児費用の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 30,660 （目的）出産育児費用の負担の軽減を図ります。 486

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　146件（1件当たり210円）

（成果）出産育児費用の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 14,050,000 （目的）葬祭費用の負担の軽減を図ります。 486

（国民健康保険課）

区　　　分 件  数 金    額

前年度直接支払制度利用者の差額分支給 2 32,072

（うち差額分翌年度支給） (1) (660)

390,000円支給 7 2,730,000

420,000円支給 150 63,000,000

（うち差額分前年度支給） (1)

翌年度直接支払制度利用者の差額分支給 4 357,106

合　　  計 163 65,970,078

(148,440)
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（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　281件

（成果）葬祭費用の軽減が図られました。

（款）3 後期高齢者支援金等　　 　  （項）1 後期高齢者支援金等　　　　（目）1 後期高齢者支援金　　　 （単位：円）

後期高齢者支援金事 1,950,414,257 （目的）後期高齢者医療制度該当者の医療費を拠出します。 486

業

（国民健康保険課） （対象）後期高齢者医療制度に加入している被保険者

（手段）各保険者の加入者見込み数等に応じて請求がありました。

（成果）後期高齢者医療制度の円滑な運営が図られました。

（款）3 後期高齢者支援金等　　 　  （項）1 後期高齢者支援金等　　　　（目）2 後期高齢者関係事務費拠出金　　　 （単位：円）

後期高齢者関係事務 187,976 （目的）社会保険診療報酬支払基金の支援金徴収事務等の経費を負担します。 486

費拠出事業

（国民健康保険課） （対象）社会保険診療報酬支払基金

（手段）各保険者の加入者見込み数に応じて請求がありました。

（成果）社会保険診療報酬支払基金に支払いました。
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（款）4 前期高齢者納付金等　　 　  （項）1 前期高齢者納付金等　　　　（目）1 前期高齢者納付金　　　 （単位：円）

前期高齢者納付金事 5,586,630 （目的）前期高齢者医療制度該当者の医療費を拠出します。 488

業

（国民健康保険課） （対象）65歳から74歳までのうち、後期高齢者医療制度に加入していない国民健康保険の被保険者

（手段）各保険者における該当者の医療費の見込み額等に応じて請求がありました。

（成果）前期高齢者医療制度の円滑な運営が図られました。

（款）4 前期高齢者納付金等　　 　  （項）1 前期高齢者納付金等　　　　（目）2 前期高齢者関係事務費拠出金　　　 （単位：円）

前期高齢者関係事務 183,704 （目的）社会保険診療報酬支払基金の納付金徴収事務等の経費を負担します。 488

拠出事業

（国民健康保険課） （対象）社会保険診療報酬支払基金

（手段）各保険者の加入者見込み数に応じて請求がありました。

（成果）社会保険診療報酬支払基金に支払いました。

（款）5 老人保健拠出金　　 　  （項）1 老人保健拠出金　　　　（目）1 老人保健医療費拠出金　　　 （単位：円）

老人保健医療費拠出 0 （目的）旧老人保健法該当者の医療費を負担します。 488

事業

（国民健康保険課） （対象）国民健康保険に加入している旧老人保健法に該当する被保険者

（手段）旧老人保健法該当者の医療費の見込み額等に応じて請求があります。

（成果）平成23年度については、請求はありませんでした。
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（款）5 老人保健拠出金　　 　  （項）1 老人保健拠出金　　　　（目）2 老人保健事務費拠出金　　　 （単位：円）

老人保健事務費拠出 105,567 （目的）社会保険診療報酬支払基金の納付金徴収事務等の経費を負担します。 488

事業

（国民健康保険課） （対象）社会保険診療報酬支払基金

（手段）各保険者の加入者数に応じて請求がありました。

（成果）社会保険診療報酬支払基金に支払いました。

（款）6 介護納付金　　 　  （項）1 介護納付金　　　　（目）1 介護納付金　　　 （単位：円）

介護納付金納付事業 816,300,250 （目的）介護保険法に基づく保険給付に係る費用を負担します。 488

（国民健康保険課）

（対象）国民健康保険に加入している介護保険法に基づく第2号被保険者

（手段）介護保険法に基づく第2号被保険者の見込み数等に応じて請求がありました。

（成果）介護保険の円滑な運営が図られました。

（款）7 共同事業拠出金　　 　  （項）1 共同事業拠出金　　　　（目）1 高額医療費共同事業拠出金　　　 （単位：円）

高額医療費共同事業 261,296,684 （目的）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負担します。 488

拠出事業

（国民健康保険課） （対象）一般被保険者の1か月の医療費及び食事療養費の合計額が、80万円を超えるもの

（手段）過去3年間の医療費を基に、埼玉県国民健康保険団体連合会から請求がありました。

（成果）保険者の財政の安定化が図られました。
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（款）7 共同事業拠出金　　 　  （項）1 共同事業拠出金　　　　（目）2 保険財政共同安定化事業拠出金　　　 （単位：円）

保険財政共同安定化 1,079,757,252 （目的）高額な医療費が多数発生した場合の保険者の財政運営の安定化を図るため負担します。 490

事業拠出事業

（国民健康保険課） （対象）一般被保険者の1か月の医療費及び食事療養費のうち合計額が30万円以上、80万円以下のもの

（手段）過去3年間の医療費及び前々年度の一般被保険者数を基に埼玉県国民健康保険団体連合会から請

　　　求がありました。

（成果）保険者の財政の安定化が図られました。

（款）7 共同事業拠出金　　 　  （項）1 共同事業拠出金　　　　（目）3 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 5,921 （目的）退職者医療制度の適正化を図ります。 490

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、911人分のリスト出力に係る経費の請求がありました。

（成果）582人について退職被保険者に変更しました。

（款）8 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 77,852,583 （目的）生活習慣病の早期発見を行います。 490
（国民健康保険課、

栗橋市民税務課） （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　8,724人
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（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 4,237,455 （目的）生活習慣病の早期改善を行います。 490
（国民健康保険課、

栗橋市民税務課） （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。

（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。

後期高齢者健康診査 31,865,579 （目的）生活習慣病の早期発見を行います。 492
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の方
栗橋市民税務課）

（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　3,514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。

（款）8 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 4,859,845 （目的）国民健康保険制度と健康管理に対する理解を深めていただきます。 492

（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　　　　　6回
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　　　　・送付件数　112,771世帯

（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 3,278,160 （目的）健康の保持増進を図ります。 492

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。

（款）8 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 23,259,030 （目的）疾病の早期発見を行います。 492

（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36,750円の一部26,750円を委託医療機関へ支払いました。（自己負担1万円）

　　　　また、契約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2万円（特別検査受診有の場合23,000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）
助　成　額

　契約医療機関（市内・外3医療機関） 193 4,265,600

　委託医療機関（市内13医療機関） 519 13,883,250

助成金額

2,745,000

9,000

2,754,000921

6

915

人数

3,000

助成単価

1,500

大人

区分

合計

子供

申　請　区　分 助成件数
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（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 6,860,600 （目的）疾病の早期発見を行います。 492

（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）

（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。

健康づくり運動教室 1,461,600 （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 492

事業 　　　予防や健康増進を図ります。

合　　　　計 10,594

集団 200 1,659

6,860,600

乳がん検診（視触診・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 集団 800 981 784,800

前立腺がん検診 個別 600 1,420 852,000

331,800

400 75 30,000

子宮がん検診（頸部） 個別 1,200 155 186,000

子宮がん検診（頸部・体部） 個別 1,800 340 612,000

子宮頸がん検診 集団 500 596 298,000

乳がん検診（視触診） 集団

集団

合計 957 23,086,935

245

助　成　額

4,938,085　その他の医療機関

申　請　区　分 助成件数
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検　査　項　目 形態 助成単価 受診者数 助成金額

大腸がん検診 個別 800 3,744 2,995,200

胃がん検診 集団 500 1,418 709,000

肺がん検診（喀たん） 300 206 61,800

肺がん検診（胸部Ｘ線）



（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。

（成果）生活習慣病の予防並びに健康増進が図られました。

（款）8 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 494

（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。

　　　　　件数　　1件

　　　　　金額　　336,000円

（成果）出産費用の軽減が図られました。

（款）9 基金積立金　　 　  （項）1 基金積立金　　　　（目）1 保険給付費支払基金積立金　　　 （単位：円）

保険給付費支払基金 66,977 （目的）医療費の変動に備えるために積み立てます。 494

積立金事業

（国民健康保険課） （対象）保険給付費支払基金

（手段）国民健康保険保険給付費支払基金利子を保険給付費支払基金に積み立てました。

　　　　・利子　66,977円

（成果）保険給付費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　　　　　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

- 475 -



- 476 -

（款）10 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 11,822,257 （目的）国民健康保険税の適正な収納管理を行います。 494

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、税の還付をしました。

　還付件数 428件

　過年度還付金 11,822,257円

（成果）適正な還付を行うことができました。

（款）10 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 618,300 （目的）国民健康保険税の適正な収納管理を行います。 494

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、税の還付をしました。

　還付件数 24件

　過年度還付金 618,300円

（成果）適正な還付を行うことができました。

（款）10 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 467,100 （目的）国民健康保険税の適正な収納管理を行います。 494

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）
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（手段）一般被保険者の異動に伴い過年度に還付が発生した際、加算金が生じた場合は、税の還付に併

　　　せて加算金を支払いました。　

　還付件数 90件

　還付加算金 467,100円

（成果）適正な還付を行うことができました。

（款）10 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 57,300 （目的）国民健康保険税の適正な収納管理を行います。 494

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に還付が発生した際、加算金が生じた場合は、税の還付に

　　　併せて加算金を支払いました。　

　還付件数 12件

　還付加算金 57,300円

（成果)適正な還付を行うことができました。

（款）10 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 157,970,987 （目的）平成22年度に交付された交付金、補助金、負担金を精算します。 496

（国民健康保険課）

（対象）国、県及び社会保険診療報酬支払基金

（手段）実績報告に基づき返還請求がありました。

　　　　・平成22年度療養給付費等交付金の返還　45,625,013円（社会保険診療報酬支払基金）

　　　　・平成22年度高齢者医療制度円滑化運営事業費補助金の返還　45,765円（国）

　　　　・平成22年度療養給付費等負担金の返還　112,300,209円（国）

（成果）精算に基づき、返還することができました。
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