
平成 25 年度 予算のお知らせ

介護保険

　健保組合では、40 歳～ 64 歳の被保険者
（介護保険第２号被保険者）から介護保険料
を国に代わって徴収し、国に納付しており
ます。
　25 年度は、国へ納める介護納付金３億
2,057 万円に対して、介護保険収入は３億
80 万円となる見込みです。収入の不足分は
繰入金 3,000 万円で対応します。

科　　　　目
介護保険収入
繰　入　金
雑　収　入
合　　　　計

収入

支出

300,800千円 
30,000千円 

2千円 
330,802千円 

85,943円 
8,571円 

0円 
94,515円 

予算額 介護保険第２号被保険者１人当たり額

科　　　　目
介護納付金
介護保険料還付金
積　立　金
合　　　　計

320,566千円 
1,306千円 
8,930千円 

330,802千円 

91,590円
373円
2,551円
94,515円

予算額 介護保険第２号被保険者１人当たり額

健康保険
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　当健保組合の平成 25 年度予算は総額 46 億
4,165 万円、経常収支では１億 8,546 万円の赤
字を計上し、８年連続で赤字の予算編成となり
ました。
　赤字の要因は、医療費をはじめとする支出の
増大です。前年度に保険料率の引き上げを実施
したことで保険料収入は増加に転じたものの、
高齢化が加速するなか医療費は右肩上がりに増
加し、保険料率を引き上げてもなお、支出の増
大に追いつかない状況です。
　主な収入は皆さまと事業主に納めていただく
保険料で、41 億 7,130 万円を見込んでおります。
　一方、主な支出は、高齢者の医療を支えるた
めに高齢者医療制度へ支払う納付金 17 億 9,236
万円（保険料収入の 43％）と、皆さまの医療費

に充てられる保険給付費 21 億 3,988 万円（保
険料収入の 51％）となる見込みです。健保組合
の義務的支出であるこれら２つの支出のみで、
保険料収入の 94％を占め、その他の支出のほと
んどを積立金で補填せざるを得ない、大変厳し
い予算編成となりました。
　当健保組合といたしましては、引き続き費用
対効果の高い疾病予防事業の展開により、皆さ
まの健康の向上や医療費適正化を推進してまい
ります。皆さまにおかれましては、健診受診を
はじめとする日頃の健康管理、また医療機関を
受診される際にはジェネリック医薬品をご選択
いただくなど、医療費の節減にご協力いただき
ますようお願いいたします。

● 経常収支で１億 8,546 万円の赤字予算となりました ●



平成 25 年度
収入支出予算総額
46億4,164万6千円

第 27 回東京総合健保　硬式テニス大会が開催されます

　今年度も、（一社）東京都総合組合保健施設振興協会主催によ
る硬式テニス大会が開催されます。参加ご希望の方は、当健保組
合までお申し込みください。

■参加資格　試合当日に当健保組合の被保険者資格を有する方
■申込方法　当健保組合に参加申込書を請求し、FAX で送信

してください（FAX 番号 03-3862-7335）。
■申込締切　４月 15 日（月）
　　　　　　※ 定員になり次第、締め切りとなります。
■種　　目　ダブルス（男女別）、男子シングルス（A：40歳以上・

B：40 歳未満）、女子シングルス
■参 加 費　無料（当健保組合が負担します）

■日時・会場

ダブルス

日
時

会
場

シングルス
男子：1回戦～ベスト8
女子：1回戦～ベスト4

いずれも午前9時より

5月11日（土）
（予備日5月25日）

大宮けんぽグラウンド
☎048-623-2186
（天候による開催の有無は当日午前6時より
この番号でご案内します）

品川プリンスホテル
高輪テニスセンター
☎03-3441-0020

5月18日（土）
（予備日6月1日）

6月8日（土）

男子：準々決勝・準決勝・決勝
女子：準決勝・決勝

前年度比1.9％増

前年度比11.8％増

前年度比3.2％増

前年度比1.8％増

収入総額
46億4,164万6千円
（46万9,327円）

収　入
調整保険料収入

6,113万6千円
（6,182円）／1.3％

保険料
41億7,130万4千円
（42万1,770円）／89.9％
健保組合の主な収入源。
事業主と被保険者折半で
納めていただきます。

事務費
1億4,125万1千円
（1万4,282円）／3.0％
組合の運営経費、理事会・組合会
開催の費用などにあてられます。

健診や人間ドックなどの疾病予防事業、広報
誌などの広報活動にあてられます。

繰入金
3億8,900万0千円
（3万9,333円）／8.4％
収入不足を補うため、退
職積立金250万円と別途
積立金3億8,650万円を
計上しています。

健保組合間の相互扶助の
ために健康保険組合連合
会へ拠出します。

納付金
17億9,236万0千円

（18万1,230円）／38.6％
高齢者医療制度等を支援するた
めに国（支払基金）に納めます。

保健事業費
2億7,096万1千円
（2万7,397円）／5.9％

その他
8,385万2千円
（8,479円）／1.8％
還付金　　　　　　　　2千円
営繕費　　　　　　50万0千円
財政調整事業搬出金6,113万6千円
連合会費　　　　266万0千円
積立金　　　　1,655万3千円
雑支出　　　　　300万1千円

その他
741万0千円
（749円）／0.1％
国庫負担金収入209万7千円
国庫補助金収入  71万3千円
雑収入　　　    460万0千円

財政調整事業交付金
1,279万6千円
（1,294円）／0.3％
高額な医療費が多発した場合などに、
健康保険組合連合会から支給される交
付金です。

保険給付費
21億3,988万0千円
（21万6,368円）／46.1％
皆さま（被保険者とご家族）の医
療費にあてられます。

老人保健拠出金
3万4千円

日雇拠出金
1千円

退職者給付拠出金
2億3,166万8千円

法定給付費
20億9,533万1千円
付加給付費

4,454万9千円

後期高齢者支援金
8億9,363万5千円

前期高齢者納付金
6億6,702万2千円

予備費
2億1,334万2千円
（21,571円）／4.6％

支出総額
46億4,164万6千円
（46万9,327円）

支　出
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基本編

※（　　）内は「被保険者 1 人当たり額」
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