
平成 年度当初予算（案）　事業別シート 宇陀市

年度 会計 区分
<2019> <15> <2-1-1-1>

国　費

県　費

市　債

根拠条例等 高齢者の医療の確保に関する法律

総合計画 基本計画　１－４－１　医療体制の充実

Ｈ31年度事業
の概要

財源の内訳（単位：千円）高齢者の医療の確保に関する法律第105条により、徴収し
た保険料・延滞金及び低所得者に対する保険料軽減分（県
3/4の補助あり。一般会計より繰入）を奈良県後期高齢者医
療広域連合に納付する。
<平成31年度予算>
・保険料納付金…361,617千円
・保険料延滞金…10千円
・保険基盤安定繰入分（保険料軽減分）納付金109,150千円
・広域連合共通経費（事務費）負担金納付金… 21,426千円

分担金

31 後期高齢者医療事業特別会計

事業
区分

継続 事業名 後期高齢者医療広域連合納付金

所管課 保険年金課 (市民環境部) 宇陀市後期高齢者医療事業特別会計予算

事業の目的

　75歳以上（一定以上の障害のある場合は、65歳以
上）の後期高齢者の適切な医療の確保を図ることを目
的とする。

款 2
後期高齢者医療広域連
合納付金

目 1
後期高齢者医療広域連
合納付金

区分 № 区分名

事業 1
後期高齢者医療広域連
合納付金

項 1
後期高齢者医療広域連
合納付金

使用料

当初予算額
Ｈ30

487,235現計予算額

増減額 4,968

事業の
成果・目標
(これまでの成果
今後の見通し)

その他 492,203

一般財源

H31予算額 492,203

Ｈ30
487,235

特定財源の状況

決算額又は決算見込額 （千円） 455,454 487,235
後期高齢者医療保険料 361,617千円
一般会計繰入金       130,576千円
延滞金　　　　　　　　　　10千円

従事職員数【人工】 0.24

活動指標名 被保険者数

0.24

人件費 （人工×8,000千円） 1,920 1,920

総事業費：人件費含む （千円） 457,374 489,155

事 業 の コ ス ト 平成29年度（実績） 平成30年度（見込）

活動指標の実績(見込) 6,043
単
位

人 6,136
単
位

人

単位当たりコスト（円） 75,687

活動指標の算式 ―

備考

79,719

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度
（実績） （実績） （見込）

307,612,900 327,117,550 343,647,000
305,893,120 324,890,590 341,515,000

99.44% 99.32% 99.38%

需用費 328,352 350,550 410,000

役務費 707,806 815,690 1,043,000
委託料 0 0 0
計 1,036,158 1,166,240 1,453,000

（単位：円）
Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度
（実績） （実績） （見込）
309,111,060 327,274,770 348,761,000

17,800 2,300 10,000
108,297,573 110,160,869 118,472,000
16,933,000 18,016,000 19,992,000
434,359,433 455,453,939 487,235,000

内　　容

現年度分保険料調定額
現年度分保険料収納額

現年度分保険料収納率

支払額

内　　容

保険料納付金
保険料延滞金
保険基盤安定負担金納付金

広域連合共通経費負担金

計
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平成 年度当初予算（案）　事業別シート 宇陀市

活動指標の実績(見込) 641
単
位

人 656
単
位

人

単位当たりコスト（円） 16,972

活動指標の算式 ―

備考

19,802

特定財源の状況

決算額又は決算見込額 （千円） 7,359 9,470
雑入(保険事業委託金)9,637千円

従事職員数【人工】 0.44

活動指標名 健診受診者数

0.44

人件費 （人工×8,000千円） 3,520 3,520

総事業費：人件費含む （千円） 10,879 12,990

事 業 の コ ス ト 平成29年度（実績） 平成30年度（見込）

使用料

当初予算額
Ｈ30

9,470現計予算額

増減額 167

事業の
成果・目標
(これまでの成果
今後の見通し)

その他 9,637

一般財源

H31予算額 9,637

Ｈ30
9,470

事業 1 健康診査費

項 1 健康保持増進事業費

所管課 保険年金課 (市民環境部) 宇陀市後期高齢者医療事業特別会計予算

事業の目的

　奈良県後期高齢者医療広域連合の委託を受け、宇陀
市に在住する後期高齢者の健康増進と生活習慣病の早
期発見のため、健康診査事業を実施。

款 3 保健事業費

目 1 健康診査費

区分 № 区分名

31 後期高齢者医療事業特別会計

事業
区分

継続 事業名 後期高齢者健康診査受託事業

年度 会計 区分
<2019> <15> <3-1-1-1>

国　費

県　費

市　債

根拠条例等 高齢者の医療の確保に関する法律

総合計画 基本計画　１－１－１　健康づくり活動の支援

Ｈ31年度事業
の概要

財源の内訳（単位：千円）①受診案内…4月に受診券を同封した健診案内を個別
通知により行う。
②受診希望者は、県内医療機関に申し込み、自己負担
金500円を支払って受診する（健診内容…身体測定・
血圧測定・血液検査・尿検査・心電図検査等）。
③医療機関は、健診費用から自己負担金額を差し引い
た額を国保連合会を通じて市町村に請求し、市町村は
支払う。
④事業終了後、市町村は奈良県後期高齢者医療広域連
合に健診にかかった費用を請求する。

分担金

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度
（実績） （実績） （見込）

642 641 656

10.72% 11.07% 10.69%

需用費 278,964 282,217 306,000

役務費 473,121 567,771 646,000
委託料 59,184 61,030 83,000
負担金 6,400,202 6,447,772 8,435,000
計 7,211,471 7,358,790 9,470,000

受診率

支払額
（円）

内　　容

健康診査受診者数（人）
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