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議案第１０号参考資料 

 

 

件 名 
埼玉県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

根拠法令等 
地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令（平成２８年政令

第１５号） 

【 趣 旨 】 

地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、必要な規定を整備するため、埼玉県後

期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正するもの。 

 

 

【 内 容 】 

地方公務員災害補償法施行令の一部が改正され、同一の事由により傷病補償年金又は休

業補償と厚生年金保険法による障害厚生年金等とが併給される場合における調整率が引き上

げられたことに鑑み、当広域連合の非常勤の職員についてもこれに準じた措置を行う。 

施 行 日 

公布の日から施行し、改正後の埼玉県後期高齢者医療広域連合議

会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則

第８条の規定は、平成２８年４月１日から適用する。 

【その他参考事項】  
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埼玉県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例新旧対照表 

 

新 旧 

  附 則 

（他の法令による給付との調整） 

第８条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は

死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ

同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合

には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規

定（第２０条を除く。）による年金たる補償の年額に、同表の

左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げ

る当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を

乗じて得た額（その額が当該年金たる補償の年額から当該補償

の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に

掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残

額を下回る場合には、当該残額）とし、これらの額に５０円未

満の端数があるときは、これを切り捨て、５０円以上１００円

未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げるものと

する。 

 

  附 則 

（他の法令による給付との調整） 

第８条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は

死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ

同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合

には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規

定（第２０条を除く。）による年金たる補償の年額に、同表の

左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げ

る当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を

乗じて得た額（その額が当該年金たる補償の年額から当該補償

の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に

掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残

額を下回る場合には、当該残額）とし、これらの額に５０円未

満の端数があるときは、これを切り捨て、５０円以上１００円

未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げるものと

する。 
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２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法

律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条

例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、

同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の

右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額がこの条例の規定による

休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給

付の額の合計額を３６５で除して得た額を控除した残額を下回る

場合には、当該残額）とする。 

 

傷病補償

年金 

（略） 

障害厚生年金等（当該補償の事由

となった障害について障害基礎年

金が支給される場合を除く。） 

０．８８ 

（略） 

（略） 

（略） 

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害

について障害基礎年金が支給される場合を除

く。） 

０．８８ 

（略） 

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法

律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条

例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、

同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の

右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額がこの条例の規定による

休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給

付の額の合計額を３６５で除して得た額を控除した残額を下回る

場合には、当該残額）とする。 
 

傷病補償

年金 

（略） 

障害厚生年金等（当該補償の事由

となった障害について障害基礎年

金が支給される場合を除く。） 

０．８６ 

（略） 

（略） 

（略） 

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害

について障害基礎年金が支給される場合を除

く。） 

０．８６ 

（略） 
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議案第 11号参考資料 

 
 
 
 
 

平成２８年度埼玉県後期高齢者医療広域連合 

一般会計補正予算（第１号）参考資料
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（単位：千円）

予算現額 補正予算額 補正後予算額

1,610,397 △ 95,333 1,515,064

負担金 市町村負担金 共通経費負担金 1,610,397 △ 95,333 1,515,064

1 34,561 34,562

繰越金 繰越金 前年度繰越金 1 34,561 34,562

1,612,000 △ 60,772 1,551,228  

平成２８年度　一般会計補正予算（第１号）(案）の概要

分担金及び負担金

繰越金

合       計

【歳入】

項　   　　目 補　正　内　容　の　概　要

平成27年度決算に伴う27年度共通経費負担金剰余金額を28年度共通経費負担金から減額
（一般会計分:34,561千円、特別会計分:60,772千円）

　

一般会計に係る前年度繰越金
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（単位：千円）

予算現額 補正予算額 補正後予算額

1,256,184 △ 60,772 1,195,412

社会福祉費 老人福祉費 事務経費繰出金 1,256,184 △ 60,772 1,195,412

1,612,000 △ 60,772 1,551,228

　

項　   　　目

合       計

補　正　内　容　の　概　要

平成27年度共通経費負担金剰余金額を28年度共通経費負担金から減額することに伴い、そ
の特別会計への繰出金を減額

【歳出】

  

　民生費 　

平成27年度共通経費負担金剰余金額を28年度共通経費負担金から減額することに伴い、そ
の特別会計への繰出金を減額
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議案第 12号参考資料 

 
 
 
 
 

平成２８年度埼玉県後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）参考資料
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（単位：千円）

予算現額 補正予算額 補正後予算額

118,046,006 16,424 118,062,430

市町村負担金 療養給付費負担金 過年度分 0 16,424 16,424

 

194,956,707 96,927 195,053,634

国庫負担金 高額医療費負担金 過年度分 0 96,261 96,261

調整交付金 特別調整交付金 469,180 358,856 828,036

健康診査事業費補助金 523,038 △ 364,173 158,865

医療費適正化等推進事
業費補助金

13,475 5,983 19,458

51,286,232 251,033 51,537,265

療養給付費負担金 過年度分 0 154,845 154,845

高額医療費負担金 過年度分 0 96,188 96,188

4,008,074 △ 60,772 3,947,302

一般会計繰入金 一般会計繰入金 事務経費繰入金 1,256,184 △ 60,772 1,195,412

3,000,000 14,241,824 17,241,824

繰越金 繰越金 前年度繰越金 3,000,000 14,241,824 17,241,824

635,772,000 14,545,436 650,317,436

項　   　　目

県支出金

県負担金

国庫補助金

特別会計に係る前年度繰越金

平成27年度療養給付費に係る市町村負担金の精算に伴う追加負担金

　

　

平成27年度共通経費負担金剰余金額を28年度共通経費負担金から減額することに伴い、そ
の一般会計からの繰入金を減額

繰入金

繰越金

平成27年度高額医療費に係る県負担金の精算に伴う追加負担金

　

合       計

平成27年度療養給付費に係る県負担金の精算に伴う追加負担金

　

【歳入】

平成27年度高額医療費に係る国庫負担金の精算に伴う追加負担金

健康診査事業費補助金から特別調整交付金の交付対象となったことによる減額

　国庫支出金

補　正　内　容　の　概　要補　正　内　容　の　概　要

　

平成27年度療養給付費に係る市町村負担金の精算に伴う追加負担金

平成２８年度　後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）(案）の概要

健康診査事業費補助金から特別調整交付金の交付対象となったことによる増額364,173千
円、及び長寿健康増進事業に係る特別調整交付金として見込んでいた事業が医療費適正化
等事業費補助金から交付されることによる減額5,317千円

市町村の収納対策に対する国庫補助金及び特別調整交付金の交付対象として見込んでいた
事業が医療費適正化等事業費補助金の交付対象となったことによる増額

後期高齢者医療制度
事業費補助金

　市町村支出金
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（単位：千円）

予算現額 補正予算額 補正後予算額

1,261,652 1,983 1,263,635

一般管理費
負担金、補助及び交
付金

収納対策等補助金 0 1,983 1,983

628,601,802 △ 1,317 628,600,485

市町村長寿健康増進事
業費補助金

368,840 △ 5,317 363,523

後期高齢者医療制度事
業費補助金

0 4,000 4,000

7,000 5,302,384 5,309,384

基金積立金 積立金
保険給付費支払基金積
立金

0 5,302,384 5,302,384

3,135,010 9,242,386 12,377,396

償還金及び還付
加算金等

償還金 国県支出金等返還金 3,000,000 9,242,386 12,242,386

635,772,000 14,545,436 650,317,436

長寿健康増進事業として見込んでいた事業が、医療費適正化等事業費補助金の交付対象と
なったことによる増額

健康保持増進事
業費

負担金、補助及び交
付金

保健事業費 　

長寿健康増進事業として見込んでいた事業が医療費適正化等事業費補助金の交付対象と
なったことや構成市町村の事業計画額が当初予算の見込みを下回ったことによる減額

合       計

【歳出】

総務費

 

平成27年度決算剰余分4,938,666千円、平成27年度精算分市町村療養給付費負担金16,424千
円、国高額医療費負担金96,261千円、県療養給付費負担金154,845千円、県高額医療費負担
金96,188千円

項　   　　目

　

平成27年度決算剰余分4,938,666千円、平成27年度精算分市町村療養給付費負担金16,424千
円、国高額医療費負担金96,261千円、県療養給付費負担金154,845千円、県高額医療費負担
金96,188千円

　

基金積立金

諸支出金

市町村療養給付費負担金分2,701,520千円、国療養給付費負担金分8,931,014千円、特別調
整交付金分12,834千円、後期高齢者医療制度事業費補助金分7,426千円、災害臨時特例補助
金分525千円、後期高齢者交付金分478,347千円、 円滑運営臨時特例交付金分110,720千円

市町村の収納対策に対する補助金

　

補　正　内　容　の　概　要
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議案第 13号参考資料 

 
 
 
 
 

平成２７年度埼玉県後期高齢者医療広域連合 

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 参 考 資 料
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調定額 収入済額 収入未済額

1,452,235,004 1,452,235,004 0

負担金 市町村負担金 共通経費負担金 1,452,235,004 1,452,235,004 0

国庫支出金 442,263 442,263 0  

国庫補助金 調整交付金 特別調整交付金 442,263 442,263 0

繰越金 22,745,241 22,745,241 0

繰越金 繰越金 前年度繰越金 22,745,241 22,745,241 0

835,687 835,687 0

預金利子 預金利子 預金利子 558,775 558,775 0

雑入 雑入 雑入 276,912 276,912 0

1,476,258,195 1,476,258,195 0合       計

諸収入

分担金及び負担金

複写機使用料実費徴収金、郵便使用料実費徴収金、非常勤職員雇用保険徴収金ほか

歳計現金預金利子、歳計外現金預金利子

広域連合規約に基づき63市町村が負担する共通経費負担金（広域連合事務運営分）

被保険者代表等から意見等を聴く場（懇話会）の設置等に係る国からの交付金

平成26年度からの繰越金

平成２７年度　一般会計決算の概要

項　   　　目

（単位：円）

事　務　・　事　業　の　概　要

【歳入】
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予算現額 支出済額 不用額

1,594,000 1,017,578 576,422

報酬・旅費 議員報酬等 390,000 294,000 96,000

委託料 会議録作成委託料 756,000 450,300 305,700

その他議会運営に係る経費 448,000 273,278 174,722

事務局運営に係る経費 15,211,000 13,684,440 1,526,560

委託料 各種業務委託料 772,000 771,660 340

事務所使用料 6,970,000 6,822,705 147,295

公用車借上料 304,000 303,780 220

事務機器賃借料等 369,000 366,795 2,205

備品購入費 事務用備品購入費等 294,000 243,709 50,291

その他事務局運営に係る経費 6,502,000 5,175,791 1,326,209

電算システム等に係る経費 24,415,000 24,267,906 147,094

財務会計システム保守委託料 527,000 526,176 824

情報機器運用管理委託料 4,274,000 4,128,570 145,430

財務会計システム機器等賃借料 1,260,000 1,260,000 0 財務会計システム機器等賃借料

電算機器等賃借料 18,354,000 18,353,160 840

議会会議録作成委託料

広域連合議員報酬、費用弁償
（定例会2回、臨時会1回）

【歳出】

項　   　　目

（単位：円）

事　務　・　事　業　の　概　要

議会運営に係る経費

インターネットデータセンタにおけるサーバの運用管理委託料

一般管理費

議会会場使用料、食糧費

財政分析委託料、例規業務委託料

事務機器賃借料、ＨＰ掲載サーバ使用料、ＮＨＫ視聴料、有料道路通行料

情報系電算機器等賃借料

弁護士報償金、普通旅費、需用費、通信運搬費ほか

議会費

事務用備品購入費

財務会計システム保守委託料

一般管理費

使用料及び賃借
料

委託料

使用料及び賃借
料

公用車借上料（軽自動車1台）

浦和合同庁舎事務所・分室等の使用料
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（単位：円）

予算現額 支出済額 不用額

会議開催等に係る経費 1,163,000 635,106 527,894

報酬・報償費・
旅費・役務費

高齢者医療懇話会報償金
等

861,000 412,384 448,616

委託料 会議録作成委託料 184,000 119,340 64,660

使用料及び賃借
料

会議室使用料 118,000 103,382 14,618

事務局職員に係る経費 308,157,000 283,511,580 24,645,420

報酬・共済費・
委託料

非常勤職員報酬等 25,185,000 24,132,206 1,052,794

使用料及び賃借
料

公舎借上料 1,500,000 852,000 648,000

負担金、補助及
び交付金

事務局職員給与等負担金 281,472,000 258,527,374 22,944,626

公平委員会・選挙管理委員会・監査委員に係る経費 129,000 47,000 82,000

10,000 0 10,000

35,000 0 35,000

84,000 47,000 37,000

1,118,415,000 1,118,415,000 0

　

その他運営に係る諸経費 230,000 116,880 113,120

6,920,000 0 6,920,000

1,476,234,000 1,441,695,490 34,538,510

34,562,705  

監査委員報酬、費用弁償

事務局職員33名の給与相当分に係る負担金

高齢者医療懇話会報償金、個人情報保護審査会委員報酬、費用弁償、
高齢者医療懇話会保険料

懇話会ほか会議等

選挙管理委員報酬及び費用弁償

非常勤嘱託員に係る報酬、社会保険料、健康診断委託料

一般管理費 懇話会会議録作成委託料

選挙管理委員会経費

項　   　　目 事　務　・　事　業　の　概　要

一般管理費

歳入歳出差引残額

遠隔地に居住する職員用に住宅を借上げる費用

合       計

予備費

研修会等負担金、地方公共団体システム機構負担金、
全国後期高齢者医療広域連合協議会負担金

公平委員会業務委託料

監査委員経費

公平委員会経費

事務経費繰出金 後期高齢者医療制度執行に係る事務経費分を特別会計に繰出
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平成２７年度埼玉県後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算参考資料 
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調定額 収入済額 収入未済額

市町村支出金 113,610,932,784 113,610,932,784 0

現年度分・過年度分 54,730,609,017 54,730,609,017 0

保険基盤安定負担金 10,348,371,742 10,348,371,742 0

療養給付費負担金 現年度分・過年度分 48,531,952,025 48,531,952,025 0

国庫支出金 194,418,052,972 194,418,052,972 0

療養給付費負担金 現年度分・過年度分 146,466,980,091 146,466,980,091 0

高額医療費負担金 現年度分・過年度分 2,385,256,343 2,385,256,343 0

調整交付金 調整交付金 42,150,868,737 42,150,868,737 0

健康診査事業費補助
金

204,087,000 204,087,000 0

医療費適正化等推進
事業費

10,044,000 10,044,000 0

特別高額医療費共同
事業補助金

44,385,495 44,385,495 0

高齢者医療制度円滑
運営臨時特例交付金

高齢者医療制度円滑
運営臨時特例交付金

3,143,085,306 3,143,085,306 0

災害臨時特例補助金 災害臨時特例補助金 5,056,000 5,056,000 0

社会保障・税番号制度
システム整備費補助金

社会保障・税番号制度
システム整備費補助金

8,290,000 8,290,000 0

県支出金 48,125,700,710 48,125,700,710 0

療養給付費負担金 現年度分・過年度分 45,733,864,866 45,733,864,866 0

高額医療費負担金 現年度分・過年度分 2,391,835,844 2,391,835,844 0

支払基金交付金 250,591,293,000 250,591,293,000 0

支払基金交付金 後期高齢者交付金 現年度分・過年度分 250,591,293,000 250,591,293,000 0

平成２７年度　後期高齢者医療事業特別会計決算の概要

事　務　・　事　業　の　概　要

（単位：円）
【歳入】

重複・頻回受診者等への訪問指導の強化、後発医薬品の使用促進等のための普及・啓発、市町
村が実施する保険料収納対策事業等に対する補助金

国庫負担金

項　   　　目

療養の給付等に係る市町村定率負担金 負担対象額の1/12
（現年度分:48,530,418,611円、過年度分:1,533,414円）

市町村負担金

　

健康診査事業に係る国の補助金

被保険者からの保険料収納分に係る市町村からの納付金（負担金）
（現年度分:54,212,049,382円、過年度分:518,559,635円）

法第99条に基づく負担金（低所得者及び被用者保険の被扶養者であった者に係る保険料軽減補
てん分負担金)

保険料等負担金

　

療養の給付等に係る国定率負担金 負担対象額の3/12
（現年度分:146,466,980,091円、過年度分:0円）

東日本大震災被災者に係る一部負担金免除、保険料減免措置等に対する補助金

社会保障・税番号制度の導入におけるシステムの整備に対する補助金

　

高額な医療費（レセプト1件につき80万円を超えるもの）に係る国負担金　負担対象額の1/4
（現年度分:2,365,149,653円、過年度分:20,106,690円）

普通調整交付金:41,508,694,000円   特別調整交付金:642,174,737円

療養の給付等に係る県定率負担金 負担対象額の1/12
（現年度分:45,690,477,702円、過年度分:43,387,164円）

後期高齢者医療制度
事業費補助金

著しく高額な医療費（レセプト１件につき400万円を超えるもの）に係る共同事業（国民健康
保険中央会）に要する費用に充てるために国から交付される補助金

　

高額な医療費（レセプト1件につき80万円を超えるもの）に係る県負担金 負担対象額の1/4
（現年度分:2,365,149,653円、過年度分:26,686,191円）

県負担金

療養の給付等に係る各医療保険者からの交付金（現役世代からの支援金）
（現年度分:250,591,293,000円、過年度分:0円）

国庫補助金

平成27年度の保険料軽減特例措置に対する国からの交付金
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調定額 収入済額 収入未済額

特別高額医療費共同事業交付金 165,914,755 165,914,755 0

特別高額医療費
共同事業交付金

特別高額医療費共同
事業交付金

特別高額医療費共同
事業交付金

165,914,755 165,914,755 0

繰入金 5,813,727,772 5,813,727,772 0

一般会計繰入金 一般会計繰入金 事務経費繰入金 1,118,415,000 1,118,415,000 0

後期高齢者医療制度
臨時特例基金繰入金

後期高齢者医療制度
臨時特例基金繰入金

443,872,772 443,872,772 0

保険給付費支払基金
繰入金

保険給付費支払基金
繰入金

4,251,440,000 4,251,440,000 0

繰越金 21,004,123,003 21,004,123,003 0

繰越金 繰越金 前年度繰越金 21,004,123,003 21,004,123,003 0

財産収入、諸収入 984,963,394 920,284,096 64,679,298

財産運用収入 利子及び配当金 利子及び配当金 7,183,214 7,183,214 0

延滞金、加算金
及び過料

加算金
医療機関等還付加算
金

140,202 140,202 0

預金利子 預金利子 歳計現金預金利子 17,779,298 17,779,298 0

第三者納付金 現年度分・過年度分 660,645,424 644,505,037 16,140,387

返納金 返納金 299,131,988 250,593,077 48,538,911

雑入 雑入 83,268 83,268 0

　

634,714,708,390 634,650,029,092 64,679,298

年間の資金運用による預金利子

第三者行為に係る損害賠償金　調定額：現年度644,353,690円　過年度16,291,734円
　　　　　　　　　　　　　　収入済額：現年度644,315,137円　過年度189,900円

医療給付に係る返還金及び市町村返還金

後期高齢者医療制度執行に係る事務経費分を一般会計から繰入

著しく高額な医療費（レセプト１件につき400万円を超えるもの）に係る共同事業（国民健康
保険中央会）からの交付金

　

　

基金から特別会計への繰入金
・平成26年度追加取崩額18,105,838円
・被扶養者軽減:72,937,039円、均等割9割軽減及び所得割軽減:265,339,381円、
  均等割8.5割軽減:87,490,514円

項　   　　目

合       計

平成26年度からの繰越金

保険給付費支払基金積立金利子：7,093,505円
後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金利子：89,709円

歳入不足分を基金から繰入

過年度分審査支払手数料に係る返還金

雑入

 

　

事　務　・　事　業　の　概　要

（単位：円）

基金繰入金
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予算現額 支出済額 不用額

保険給付に係る経費 617,085,293,000 591,181,818,560 25,903,474,440

療養給付費等 607,103,542,000 581,473,620,771 25,629,921,229

訪問看護療養費 1,778,414,000 1,778,413,953 47

移送費 250,000 0 250,000

高額療養費 5,450,451,000 5,445,590,135 4,860,865

高額介護合算療養費 506,186,000 505,315,471 870,529

その他医療給付
費

負担金、補助及
び交付金

葬祭費 2,246,450,000 1,978,878,230 267,571,770

保健事業に係る経費 2,423,518,000 2,156,246,013 267,271,987

健康診査委託料 2,038,084,000 1,793,777,386 244,306,614

健康相談等訪問指導委託
料

6,300,000 660,960 5,639,040 健康相談等に係る訪問指導委託料　　訪問者数　68人

歯科健康診査補助金 9,956,000 4,281,270 5,674,730

健康診査助成金 92,000 9,142 82,858

市町村長寿健康増進事業
費補助金

369,086,000 357,517,255 11,568,745

レセプトの審査･点検等に係る経費 1,634,968,000 1,590,647,030 44,320,970

療養諸費 委託料 審査支払委託料 1,377,304,000 1,345,149,407 32,154,593

レセプト管理システム運
用委託料

152,453,000 151,240,733 1,212,267

レセプト点検委託料 81,908,000 77,760,000 4,148,000

レセプト保管等委託料 4,368,000 2,850,044 1,517,956

療養費データ入力委託料 5,641,000 3,896,998 1,744,002

申請書電子化業務委託料 13,294,000 9,749,848 3,544,152

月額の自己負担限度額を超えた部分に対し支給するもの

紙媒体の療養費等の支給申請書の電子化業務を委託

高額療養諸費
負担金、補助及
び交付金

一般管理費

委託料

　

レセプトの電子化、オンライン化に対応できるレセプト管理システムの運用管理に係る費用

要点検項目を設定したレセプトの二次点検業務を委託

療養費支給申請データの入力委託

【歳出】
（単位：円）

委託料

　

・医科、歯科、調剤の給付費（食事・生活療養費等を含む）
・柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ、治療用装具等の療養費

被保険者が死亡した場合に葬祭執行者に支給するもの
葬祭費39,578件×@50,000円

医療保険と介護保険の年間合算自己負担額に対し、その限度額を超えた部分の医療分に対し
支給するもの

健康診査に係る市町村委託料 受診者数：232,638人（受診率　33.5％）

負担金、補助及
び交付金

事　務　・　事　業　の　概　要

療養諸費

項　   　　目

訪問看護ステーションの利用に係る療養費

転院等にかかる移送費用

県外に住所を有する一定の要件を備えた被保険者の健康診査受診費用の償還払い（1件）

歯科健康診査に係る市町村に対する補助金（16市町、受診者数：3,857人）

　

レセプト審査支払手数料:21,540,307件×@60円、
レセプトオンライン請求システム手数料:21,540,307件×@0.75円

紙レセプトに係る保管、集配及び廃棄処分業務委託

健康保持増進事
業費

負担金、補助及
び交付金

人間ドック等助成事業等への市町村に対する補助金（63市町村）
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予算現額 支出済額 不用額

医療費適正化に係る経費 34,112,000 29,090,934 5,021,066

需用費 印刷製本費 1,167,000 755,136 411,864

損害賠償求償事務委託料 17,306,000 16,034,752 1,271,248

ジェネリック医薬品利用
差額通知業務委託料

15,639,000 12,301,046 3,337,954

医療費通知等に係る経費 266,009,000 255,797,732 10,211,268

役務費 通信運搬費 150,836,000 146,944,940 3,891,060

医療費通知作成業務委託
料

88,237,000 83,706,729 4,530,271

支給決定通知作成業務委
託料

26,936,000 25,146,063 1,789,937

被保険者証・ミニガイド等の作成に係る経費 71,078,000 64,999,969 6,078,031

需用費 印刷製本費 12,218,000 8,451,118 3,766,882

役務費 通信運搬費 560,000 422,528 137,472

被保険者証等作成業務委
託料

57,100,000 54,997,073 2,102,927

被扶養者情報提供業務委
託料

1,200,000 1,129,250 70,750

541,434,000 524,533,702 16,900,298

需用費 印刷製本費 778,000 178,959 599,041 標準システムの電子複写機のコピー料金

電算処理システム機器保
守管理等委託料

207,539,000 204,524,179 3,014,821

標準システム事務代行委
託料

199,831,000 186,650,400 13,180,600

統計データ抽出分析委託
料

4,018,000 3,980,016 37,984

広域連合システム機器等
賃借料

129,176,000 129,108,168 67,832

研修会会場使用料 92,000 91,980 20

業務運営に係る経費 11,705,000 5,732,744 5,972,256

報償費 講師報償金 180,000 103,260 76,740 講師報償金

需用費 消耗品費 3,161,000 1,672,521 1,488,479

一般管理費

委託料

広域連合電算システムに係る経費

事　務　・　事　業　の　概　要

委託料
支給決定通知書の作成（葬祭費:39,580通、療養費:18,933通、高額療養費:735,177通、高額
介護合算療養費:32,980通、合計:826,670通）

項　   　　目

一般管理費

医療費通知、葬祭費支給決定通知、高額療養費支給決定通知、療養費支給決定通知、高額介
護合算療養費支給決定通知ほか

損害賠償求償事務委託
　件数割（505件×@1,600円）、求償割額（609,070,276円×2.5%）

委託料
一般管理費

ジェネリック医薬品利用啓発リーフレット作成（160,000部）

ジェネリック医薬品利用差額通知の作成（1回送付　計82,956通）

医療機関等受診状況の通知作成（3回送付　計2,500,201通）

 

被保険者証交付時用ミニガイド:920,000部、広報用ポスター:10,200枚、障害認定申請用ミ
ニガイド:12,500部、保険料のしおり:960,000部 ほか

被保険者証:98.6万枚、限度額適用・標準負担額認定証:9.0万枚、被保険者証送付用封
筒:87.4万枚、被保険者証送付用同封通知:74.5万枚、個人情報保護シール:87.6万枚 ほか

支払基金から新たな被扶養者情報の提供を受けるための事務費用（4,517件×@250円）

標準システムデータの分析プログラムの構築及び帳票等の作成委託

広報用ポスター郵送費

　

市町村端末・プリンタ等のリースに係る費用

委託料

標準システムの運用及びサーバの保守管理に係る業務委託

使用料及び賃借
料

一般管理費

一般管理費

標準システムのプリンタトナー、参考図書等

標準システムの適用業務、運用処理業務及び診療報酬明細書（調剤報酬明細書）の被保険者
資格確認作業等

（単位：円）
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予算現額 支出済額 不用額

印刷製本費 260,000 238,464 21,536 封筒印刷費

修繕料 108,000 83,268 24,732 備品修繕料

手数料 2,722,000 1,697,760 1,024,240

広告料 2,800,000 0 2,800,000

保険者協議会負担金 51,000 45,471 5,529

収納対策等補助金 2,423,000 1,892,000 531,000

拠出金、積立金 6,187,367,000 6,170,257,709 17,109,291

県財政安定化基金拠出金 　 230,750,000 230,750,000 0

特別高額医療費共同事業拠出金 　 168,033,000 154,101,502 13,931,498

5,778,226,000 5,778,222,993 3,007

10,000,000 7,093,505 2,906,495

358,000 89,709 268,291

公債費 　 20,000,000 0 20,000,000

諸支出金 15,437,970,000 15,429,080,240 8,889,760

還付金・還付加
算金

還付金・還付加算金 135,010,000 126,121,990 8,888,010

償還金 国県支出金等返還金 15,302,960,000 15,302,958,250 1,750

予備費 7,000,000 0 7,000,000

643,720,454,000 617,408,204,633 26,312,249,367

17,241,824,459  

一時借入金利子

後期高齢者医療制度臨時特例基金利子積立金

保険給付費支払基金利子積立金 保険給付費支払基金の資金運用により発生した利子を基金に積立て

負担金、補助及
び交付金

財政安定化基金（県に設置）への拠出金

次年度の保険給付費等に充当するための基金積立金

保険者協議会に係る負担金

口座振込組戻手数料（3,762件×432円）

　

制度周知等に係る新聞広告の掲載

収納対策事業を行う市町村への補助金（川越市、久喜市、本庄市、新座市、三郷市）

一般管理費

（単位：円）

保険給付費支払基金積立金

役務費

項　   　　目

需用費
（業務運営等に
　　係る経費）

臨時特例基金の資金運用により発生した利子を基金に積立て

著しく高額な医療費（レセプト１件につき400万円を超えるもの）に係る共同事業（国民健
康保険中央会）への拠出金

事　務　・　事　業　の　概　要

歳入歳出差引残額

 合       計

償還金及び還付
加算金等

保険料還付金、還付加算金

国県支出金等返還金
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 (単位：円）

市町村名 負担金額 市町村名 負担金額 市町村名 負担金額

さいたま市 222,825,072 久喜市 30,493,830 小鹿野町 5,428,264

川越市 64,964,508 北本市 15,166,773 東秩父村 3,075,723

熊谷市 40,720,007 八潮市 16,316,825 美里町 4,779,937

川口市 103,696,721 富士見市 21,502,110 神川町 5,041,630

行田市 18,633,439 三郷市 25,022,304 上里町 7,783,673

秩父市 17,367,989 蓮田市 14,476,718 寄居町 9,562,379

所沢市 64,653,186 坂戸市 20,143,821 宮代町 8,881,220

飯能市 17,996,199 幸手市 12,228,816 杉戸町 10,804,113

加須市 23,710,831 鶴ヶ島市 13,795,316 松伏町 7,525,092

本庄市 17,655,529 日高市 12,730,010

東松山市 18,672,585 吉川市 13,239,653

春日部市 45,565,442 ふじみ野市 22,766,464

狭山市 31,176,679 白岡市 11,613,879

羽生市 13,210,638 伊奈町 9,301,898

鴻巣市 23,962,051 三芳町 9,186,501

深谷市 29,524,220 毛呂山町 9,095,102

上尾市 43,607,076 越生町 4,849,877

草加市 44,552,681 滑川町 5,292,054 合　計 1,452,235,004

越谷市 59,975,945 嵐山町 5,922,267

蕨市 15,628,002 小川町 9,261,304

戸田市 21,968,953 川島町 6,437,940

入間市 29,312,351 吉見町 6,229,536

朝霞市 24,027,859 鳩山町 5,332,764

志木市 15,234,895 ときがわ町 4,980,793

和光市 14,508,800 横瀬町 4,257,148

新座市 31,174,900 皆野町 4,780,817

桶川市 16,503,529 長瀞町 4,098,366

平成２７年度市町村共通経費負担金
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