


１．補正の概要

２．補正予算額

（歳入）

１款：国民健康保険料　１項：国民健康保険料 (千円)

目 補正前の額 補正額 補正後の額 備　　考

581,303 37,899 619,202 医療給付費分

324,285 △ 6,001 318,284 後期高齢者支援金分

111,070 △ 1,498 109,572 介護納付金分

計 30,400

３款：国庫支出金　２項：国庫補助金

１財政調整交付金 376 △ 324 52 国保連改修費負担金分

２国民健康保険制度関係
　業務準備事業費補助金 6,800 △ 2,632 4,168

国保連改修費負担金分　 324
町システム改修費分　-2,956

計 △ 2,956

９款：繰入金　１項：他会計繰入金

170,504 △ 26,996 143,508
保険基盤安定繰入金
（保険料軽減分）

86,646 △ 3,597 83,049
保険基盤安定繰入金
（保険者支援分）

83,008 282 83,290 職員給与費等繰入金

12,684 193 12,877 財政安定化支援事業繰入金

計 △ 30,118

（歳出）

１款：総務費　１項：総務管理費

53,471 282 53,753 職員給与費等

6,800 △ 2,956 3,844 町システム改修委託料

計 △ 2,674

歳出補正合計 △ 2,674

１一般会計繰入金

・人事委員勧告に伴う人件費の更正

１一般管理費

平成２９年度寒川町国民健康保険事業特別会計３月補正予算（案）

・保険基盤安定制度にかかる保険料軽減額等の公費負担額が確定したことによる歳入予算の整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・国民健康保険制度改正に伴う準備事業費補助金及び町システム改修費の更正

１一般被保険者国民
　健康保険料
 （現年分）

歳入補正合計 △ 2,674
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平成３０年度国保事業特別会計予算（案）の概要 

 

 

平成３０年度予算（案）では、歳入歳出の総額は５，１６５，３００千円で、前年度

当初予算額と比較して１５．５４％、９５０，５０３千円の減となりました。 

主な要因としては、国民健康保険の都道府県単位化に伴い歳入では主に国庫支出金が

歳出では共同事業拠出金等が県へ移行したため、予算規模が縮小したことによります。 

また、新たに県へ納付する国民健康保険事業費納付金が歳出に加わりました。この納

付金は、市町村の保険給付費を賄うため県が徴収します。 

 

＜歳 入＞ 

１．国民健康保険料 

被保険者から徴収する保険料は、保険給付に要する費用等に充てていましたが、平

成３０年度の都道府県単位化に伴い、県へ納付する国民健康保険事業費納付金等に充

てるため、保険料を徴収します。（国民健康保険法第７６条） 

○医療分・支援金分保険料…被保険者全員に賦課されます。 

○介護分保険料…４０歳から６４歳の被保険者に賦課されます。 

 

２．使用料及び手数料   

保険料納付額証明の手数料です。 

 

３．県支出金 

○保険給付費等交付金（普通交付金） 

市町村の保険給付費に対して交付され、出産育児一時金などの任意給付を除き、 

全額県が負担します。 

  ○保険者努力支援分 

   保険料収納率や保健事業の実績等に基づいて交付される交付金です。 

  ○特別調整交付金 

   保険料の軽減や減免の実績に対して交付される交付金です。 

  ○県繰入金（２号分） 

   保険料収納率向上対策、医療費適正化対策への取り組み実績に基づいて 

交付される交付金です。 

  ○特定健診等負担金 

   特定健康診査に対する負担金で、受診費用を国の基準単価で算出し、 

その３分の２を県が負担するものです。 

 

４．財産運用収入   

国保財政調整基金積立金の利子です。 

 

５．繰入金 

保険基盤安定繰入金、職員給与費等繰入金、出産育児一時金等繰入金、財政安定

化支援事業繰入金までは法定繰入で、その他一般会計繰入金が法定外の繰入です。 

資料２ 
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○保険基盤安定繰入金 

  軽減分は、低所得世帯の保険料を法定で軽減した場合に、その軽減部分を県が４

分の３，町が４分の１を補填するものです。 

   支援分は、軽減対象の一般被保険者数に応じて、平均保険料の一定割合を公費（国

２分の１、県が４分の１、町が４分の１）で支援するものです。 

○職員給与費等繰入金 

人件費のほか、国保事務経費等が含まれます。 

○出産育児一時金等繰入金 

出産育児一時金の３分の２を繰り入れるものです。 

○財政安定化支援事業繰入金 

主に高齢者が多いなど、市町村の責めによらない理由による国保財政への影響を

勘案して算定した額を国が交付税措置し、係る費用を繰り入れるものです。 

○その他一般会計繰入金 

保険料の額を算定する際、国民健康保険事業費納付金などの歳出予算に対して、

県支出金の歳入を差し引いて足りない部分を保険料で賄いますが、障害者の医療

費助成等の町単独事業により、県に入る国庫負担金が減額され、町が納付する国

民健康保険事業費納付金に影響があることから、被保険者の負担を軽減するため、

一般会計から繰り入れるものです。また、都道府県単位化に伴い、決算補填等の

法定外繰入は削減するよう示されていることから、今年度より、保険料未納相当

分の繰入を減額し、その分、国保財政調整基金を活用します。 

○基金繰入金 

一般会計の財政状況も大変厳しいことから、国保財政の安定した運営を図るため、

国保財政調整基金積立金を活用します。 

 

６．繰越金  

  前年度のからの繰越金です。 

  そのほか、歳入には、延滞金、第三者納付金、返納金、指定公費負担医療立替金等 

があります。 

 

＜歳 出＞ 

１．総務費 

総務費の内容は、人件費などの国保運営事業事務経費のほか、国保連合会負担金や

共同電算委託料、賦課徴収費などが含まれています。 

 

２．保険給付費 

    医療機関において、被保険者が掛かった費用の内、自己負担分を除いた額を医療機

関に支払うもので、歳出予算全体の約６５％を占めています。なお、平成３０年度よ

り出産育児一時金などの任意給付を除き、県が財源を交付します。 

○療養諸費 

療養給付費は、医療機関に現物給付される医療費で、外来、入院、歯科、調剤費用

などがあります。 

療養費は、はり・あんま・灸などの施術費やコルセットなどの補装具の代金です。 

審査支払手数料は、連合会に支払う診療報酬明細書審査支払手数料などです。 
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○高額療養費 

高額療養費は、世帯ごとに決められた限度額を超えて被保険者が支払った医療費の

一部を支給するものです。償還払い分は申請により支給しますが、町では月ごとに

計算し、該当者に通知しています。 

   高額介護合算療養費は、医療保険分と介護保険の年間自己負担分の合計で判定し支

給するものです。 

 ○移送費 

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により移送された場合の費用

補填を行うものです。 

  ○出産育児諸費 

被保険者が出産した際、世帯主に１件４２万円支給します。交付金の対象外です。 

○葬祭諸費 

死亡した被保険者の葬祭を行った者に１件５万円支給します。交付金の対象外です。 

 

３．国民健康保険事業費納付金 

    平成３０年度からの新設科目で、市町村の保険給付費を支払うための財源に充てる

ため、県が徴収するものです。県全体の保険給付費から国、県の交付金等を差し引い

た金額で、市町村の所得水準等を基に県が示した負担額を納付します。 

 

４．共同事業拠出金 

    退職被保険者適用のために年金受給権一覧表作成のためのものです。 

     

５．保健事業費 

  ○保健衛生普及費 

国保制度の周知のための広報資料、エイズパンフレット等の購入費です。 

また、医療費通知及びジェネリック医薬品差額通知を年２回送付します。 

○特定健康診査等事業費 

生活習慣病を中心とした疾病予防と医療費の伸びを抑制するために実施する健康診

査・保健指導の費用です。 

 

６．基金積立金 

    安定した国保事業運営のための財政調整基金への積立金です。  

 

７．公債費 

    一時的な資金不足となった場合に、借入をする際の利息です。 

 

８．諸支出金 

   主に過年度の保険料還付金の費用になります。 

         

９. 予備費 

    予算に不足を生じ、かつ緊急に支出する必要が生じたものに充当します。 



１．制度改正の概要

○

○

２．都道府県単位化に伴う条例の改正点

○

≪現行≫ ≪改正後≫

保険給付費 納付金

保健事業費 保健事業費

その他経費 その他経費

＝

国民健康保険制度の都道府県単位化に伴う寒川町国民健康保険条例の一部改正について

平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な

市町村は、住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、料率の決定、賦課、徴収、保険事業等の地域における細やかな業務を

＝

引き続き担うとともに、都道府県が定めた納付金を納付する。

役割を担い、制度を安定化させる。

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化を推進する。
・保険給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付する。

保険料需要額

市町村の国民健康保険の保険料を国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てることとすることに伴い、国民健康保険の
保険料の賦課に関する基準が改正される。

保険料需要額

資料3



１．改正の概要

①

②

２．改正の内容

≪現行≫ ≪改正後≫

応益分（約50%）

所得額所得額

応益分（約50%）

応能分（約50%）

国民健康保険料の賦課限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険料の軽減判定所得の見直し

7割
軽減

5割
2割

国民健康保険料の賦課限度額を見直す。

低所得者に対する国民健康保険料の軽減判定所得について、経済動向等を踏まえ、見直しを行う。

保険料額 保険料額

応能分（約50%）

7割
軽減

5割
2割

【現行】 賦課限度額

基礎賦課額：54万円

後期高齢者支援金等賦課額：19万円

介護納付金賦課額：16万円

【改正後】 賦課限度額

基礎賦課額：58万円

後期高齢者支援金等賦課額：19万円

介護納付金賦課額：16万円

【現行】 軽減判定所得

7割軽減基準額 = 基礎控除額(33万円)

5割軽減基準額

= 基礎控除額(33万円)＋27万円×被保険者数

2割軽減基準額

= 基礎控除額(33万円)＋49万円×被保険者数

【改正後】 軽減判定所得

7割軽減基準額 = 基礎控除額(33万円)

5割軽減基準額

= 基礎控除額(33万円)＋27.5万円×被保険者数

2割軽減基準額

= 基礎控除額(33万円)＋50万円×被保険者数

対象者を拡大

資料3-1



国民健康保険の都道府県単位化について

○ 制度改革の概要

・ 「社会保障改革プログラム法」　　平成２５年１２月５日成立　
持続可能な社会保障制度の確立を図るため少子化対策、医療制度、介護保険制度等
の改革の進め方を明示。

・ 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
平成２７年５月２７日成立　　医療保険制度の財政基盤安定化、負担の公平化、医療費　　
の適正化等の措置を講ずるため。

○ 運営の在り方

・ 県が、県内市町村とともに、国保の運営を担う
・ 県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の
確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化させる

・ 県が、県内の統一的な運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、
広域化を推進させる

県と市町村の役割

○ 国保財政のイメージ

【現行】 【改革後】

県の主な役割 市町村の主な役割

財政運営
財政運営の責任主体として、市町村ごとの
納付金を決定

県が決定した納付金を県に納付

資格管理
運営方針に基づき事務の効率化、標準
化、広域化を推進

資格異動の受付、被保証等の交付

賦課・徴収
標準的な算定方法等により、市町村ごとの
標準保険料率を算定

県が示した標準保険料率を参考に保険料
率を決定

(厚生労働省資料より)

保険給付
給付に必要な費用を、全額、市町村に対
して支払う

給付の決定及び窓口負担減免等の受付

保健事業
市町村に対し、必要な助言及び支援を行
う

被保険者に応じたきめ細かい保健事業の
実施

収入
支出

①
②

保険料 保険給付費

公費

・定率国庫負担

・保険料軽減 等
支出

収入

市町村の

特別会計

市町村の

特別会計

県の特別会計

① ④

保険料 保険給付費

公費

・保険料軽減 等

収入
支出

公費

・定率国庫負担

② ③納付金 交付金

資料４



  国民健康保険料は、世帯の加入者数と所得状況により計算されるため、全ての加入

世帯に賦課が発生します。加入者は、自営業者のほか、年金生活者や無職の人も多く、

保険料の納付が滞る人もいます。

  国民健康保険料の時効(徴収権の消滅)は2年であり、資力のない滞納者には滞納処分

もできません。

  そこで、調査の結果、資力なしと判断した場合は、生活困窮による執行停止とし、

時効となった期別を不納欠損しました。

  今年度の不納欠損は、下記のとおりです。

欠損額           22,213,397円

世帯数                    231世帯

資料 5

平成29年度国民健康保険料の不納欠損の報告について



世　帯　数 不納欠損額 世　帯　数 不納欠損額 世　帯　数 不納欠損額 世　帯　数 不納欠損額 世　帯　数 不納欠損額 世　帯　数 不納欠損額 世　帯　数 不納欠損額

生活困窮 1,046 150,316,554 651 61,482,756 487 41,266,359 372 31,434,281 270 21,490,666 276 34,765,887 177 17,370,247

居所不明 25 2,825,922 60 5,692,890

職権消除 65 5,732,010 45 5,173,683

死　　亡 29 4,351,840 18 1,517,940 5 392,550 10 681,161 14 1,059,820 12 1,762,612 9 572,500

その他 4 367,050 2 151,380 3 165,780 1 210,320 4 230,070 3 44,410 2 9,080

計 1,169 163,593,376 776 74,018,649 537 46,065,169 414 33,877,862 315 25,001,331 318 38,608,274 231 22,213,397

現年収納率

滞繰収納率

全体収納率 80.82% 82.50% 83.28% 83.60% 82.60%

24.39% 25.17% 27.85% 27.84% 27.19%

92.22% 92.57% 92.87% 93.34% 92.58%

42 4,240,480

　国民健康保険料　　不納欠損　

理由別世帯数、欠損額の推移

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

31 1,552,100 27 2,220,775

86.46%

29年度

43 4,261,570

93.87%

34.54%

28年度

27 2,035,365



 
 

寒川町国民健康保険データヘルス計画・特定健康診査等実施計画 

(平成 30～平成 35 年度)(案)のパブリックコメント実施結果 

 

 

 寒川町の「寒川町国民健康保険データヘルス計画・特定健康診査等実施計画(平成

30年度～平成 35年度)(案)」についてパブリックコメント(町民意見の公募)を実施し

た 

結果は、次のとおりです。 

 

 

１．意見募集期間  平成２９年１２月１８日（月）～平成３０年１月１７日（水） 

 

 

２．資料閲覧場所  寒川町役場本庁舎１階情報公開コーナー、保険年金課窓口、 

寒川町民センター、寒川町民センター分室、寒川町北部文化福

祉会館、寒川町南部文化福祉会館、寒川町健康管理センター、

寒川総合体育館、寒川総合図書館、寒川町ホームページ 

 

 

３．意見の提出状況等 

■意見提出者数  ０名 

 

■意見総数    ０件 

 

 

  

   

※このパブリックコメント実施結果については、資料閲覧場所と同様の場所でご覧い 

ただけます。 

 

   

 

 

 

 

 

【問い合わせ】〒253-0196 寒川町宮山 165 

       寒川町福祉部保険年金課国保・高齢者医療担当 

       TEL ０４６７－７４－１１１１ 内線１２２ 

       FAX ０４６７－７４－５６１３ 

       メール hoken@town.samukawa.kanagawa.jp 

 

資料 ６ 



○ 国民健康保険事業費納付金について

・ 国民健康保険事業費納付金とは

　国民健康保険の都道府県単位化に伴い市町村が支払う保険給付費の全額を、都道府県が市町村に交付（保険給付費等交付金）することになる。

その財源として、都道府県が市町村から徴収するもの。

・ 国民健康保険事業費納付金の計算方法

　納付金の計算方法は、都道府県内全体の保険給付費の必要額を推計し、市町村ごとの所得水準や医療費水準を考慮して市町村ごとに配分される。

～参考～

平成30年度寒川町の国民健康保険事業費納付金額：1,475,614,569円

○ 標準保険料率について

・ 標準保険料率とは

　都道府県単位化に伴い市町村の標準的な住民負担の見える化や将来的な保険料負担の平準化を図る観点から、財政運営の責任主体である

都道府県が市町村ごとに示す理論上の料率。

・ 標準保険料率の計算方法

　国民健康保険事業費納付金を計算する際に推計した保険料収納必要額に保健事業費等の経費を足し、国民健康保険事業費総額を推計し、

推計した事業費に被保険者数や所得総額を考慮して計算する。

～参考～

平成30年度標準保険料率（医療分） 所得割：5.17% 均等割：23,549円 平等割：22,363円

平成29年度保険料率（医療分） 所得割：4.90% 均等割：20,000円 平等割：20,000円

平成28年度保険料率（医療分） 所得割：6.89% 均等割：27,300円 平等割：27,400円

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 と 標 準 保 険 料 率 に つ い て


