
〔保健福祉部 国保年金課 所管〕

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

　被保険者の疾病の早期発見を図る。被保険者の健康の保持・増進を図ることができる。

一般財源 2,827 3,713 886

後期高齢者健康診査受託料，
後期高齢者医療制度特別対策補助金

その他 10,976 11,237 261

県支出金

地方債

事業費 13,803 14,950 1,147

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　市町村に割り当てられた負担金を遅延なく支出し，後期高齢者医療の円滑な財政運営を図ることができた。

　引き続き，共通経費及び療養給付費の市町村負担分を広域連合に納付する。

03010402 後期高齢者健康診査事業 199

　後期高齢者医療広域連合の組織を運営維持するための共通経費及び療養給付費の市町村負担分を広域連合に納
付した。
　共通経費負担金　　　　　　　　　 　　16,628,844円
　療養給付費負担金　　　　　　　　　　308,168,609円
　療養給付費負担金（前年度精算分）　　 18,782,355円

一般財源 319,792 343,580 23,788

  茨城県後期高齢者医療広域連合の円滑な財政運営を図る。

その他

343,580

地方債

県支出金

03010401 後期高齢者医療広域連合負担金

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

199

（ 単 位 ： 千円 ）

23,788

国庫支出金

事業費 319,792
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【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　妊産婦，中学3年生までの小児，母子家庭の母子，父子家庭の父子及び重度障がい者の医療費にかかる経済的負
担を軽減し，健康の保持と生活の安定を図る。
　対象者の健康の保持・増進及び経済的負担の軽減を図ることができる。

　県補助事業であるため，市が主体性を持って実施することはできないが，事業内容の周知に努め，子育て世代
等の経済的負担の軽減と健康の保持を図ることができた。

その他 27,603 23,951 △ 3,652

一般財源 142,877 161,914 19,037

県支出金 154,474 162,312 7,838 医療福祉費補助金（医療費），医療福祉費補助金（事務費）

地方債

事業費 324,954 348,177 23,223

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

03010602 医療費助成事業 203

　受診率が向上したことで，被保険者の健康の保持増進につなげることができた。

　被保険者数（75歳以上の高齢者）の人口は今後も増加傾向にあるため，現在の事業を維持し，受診率の向上を
図る。

　健康診査（集団健診，医療機関健診）の実施及び人間ドック・脳ドック検診費用の一部助成を行った。
　・健康診査
　　　地区公民館等で実施する集団健診と，個別に行う医療機関健診を実施した。
　　　　対象者数　　　　　4,816人
　　　　集団健診　　　　　1,516人
　　　　医療機関健診　　　　 59人
　・人間ドック・脳ドック検診費用助成
　　　　人間ドック検診　　　121件　　　脳ドック検診　　　　 18件

指標名 単位

受診率（受診者数／被保険者数×１００） ％ 27.27 31.00 32.70 32.70

平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

高額療養費返納金，一部負担金返納金　外
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　茨城県医療福祉費支給制度（医療費助成事業）を所得制限等により利用できない妊産婦及び中学3年生までの小
児・児童の医療費にかかる経済的負担を軽減し，健康の保持増進と生活の安定を図る。
　子育て世代の経済的負担の軽減と健康の保持増進を図ることができる。

　県補助事業である医療費助成事業に準ずる事業であるため，市が主体性を持って実施することができないが，
事業の周知に努め，子育て世代の経済的負担の軽減と健康の保持を図った。

その他 364 60,852 60,488

一般財源 96,903 1,313 △ 95,590

県支出金

地方債

事業費 97,267 62,165 △ 35,102

国庫支出金

受給者証交付件数 件 7,277 11,506 11,515 12,052

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　平成29年度においては制度の改正がなく，対象者に変更がないため，大きな増減がなかった。

　県補助事業であるため，事業内容についての市の主体性はないが，今後も事業の周知に努める。

03010603 すこやか医療費助成事業 206

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値）

61,112,305 119,360

135,487 336,410,297 -

母子家庭

父子家庭

3,395 23,259,970 57,574

8,155 71,153,203 189,237

妊　産　婦

ふるさと納税，高額療養費返納金　外

- 23,951,564 -

- 312,458,733 -

14,150

重度障がい

8,657 23,636,152 27,775

646 1,315,150 17,305

-

-

高齢重度

扶助費支出合計（Ａ）

高額療養費・一部負担金返納金（B）

実質扶助費合計（A）-（B）

（実績） （実績） （目標値）

年間受診件数(件) 総助成額（円） 一人当助成額(円)

100,484 155,933,517 17,272

区　　分

小児（0歳から中学3年生まで）

対象者（人）

9,028

851

76

404

376

512

11,247
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　 国民年金の受給権の確保を図り，健全な市民生活向上に寄与することができる。

 　法定受託事務として，国民年金第1号被保険者（自営業者・学生等）を対象に次の業務を行った。
　　・資格取得関係書類等の受理及び年金機構への進達
　　・学生納付特例申請，若年者納付猶予・免除申請の受理及び年金機構への進達
　　・年金裁定請求の受理及び年金機構への進達
　　・保険料納付，年金受給，裁定請求等に係る相談業務
　　・「ねんきんネット」による加入記録交付サービス
　　・広報活動による各種手続勧奨及び制度周知

その他

一般財源 652 652

県支出金

地方債

事業費 1,462 2,608 1,146

国庫支出金 1,462 1,956 494 拠出年金事務費交付金

受給者証交付件数 件 6,015 3,373 3,540 3,713

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　平成29年度においては制度の改正がなく，対象者に変更がないため，大きな増減がなかった。

　県補助事業である医療費助成事業に準ずる事業であるため，事業実施について市の主体性はないが，今後も事
業の周知に努める。

03010701 国民年金事務 206

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値）

小児（0歳から中学3年生まで）

扶助費支出合計（A） 29,271 60,004,257 -

（実績） （実績） （目標値）

28,982 55,441,688 18,444

年間受診件数(件) 総助成額（円） 一人当助成額(円)

289 4,562,569 10,586

高額療養費・一部負担金返納金（B）

実質扶助費合計（A）-（B） - 59,155,894 --

区　　分

妊産婦

- 848,363 -

対象者（人）

431

3,006

3,437

-
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【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

21

件　数

若年者納付猶予・免除申請

　　進達件数

寡婦年金請求

1,554

0

837

2,556

192

0

99

　広報紙等による市民への国民年金制度の周知や資格取得者への納付勧奨により，加入者の状況に応じた納付方
法の手続き，免除申請等の対応を行った。それにより国民年金の受給権の確保に寄与することができた。

　引き続き国民年金の受給権の確保を図り，健全な市民生活向上に寄与することを目的として事業を行う。

口座振替・クレジット申込み

4

25

44

（単位：件）

7

死亡者一時金請求

障害基礎年金裁定請求

追納申込み

その他

件　名

学生納付特例申請

資格取得等届出書

死亡者未支給分請求

老齢基礎年金裁定請求

遺族基礎年金請求

件　数 件　名
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