
介護保険 東京総合健保　硬式テニス大会が開催されます

　健保組合では、40～ 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。
　平成 28 年度は、介護納付金 4 億 1,832
万円に対し、介護保険収入は 3億 7,888 万
円となる見込みです。収入の不足分は繰入
金 4,100 万円で補填します。
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予算額（千円） 介護保険第2号被保険者1人当たり額（円）
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予算額（千円） 介護保険第2号被保険者1人当たり額（円）

　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（金）
　　　　　　※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

午前9時より

5月14日（土）
（予備日5月28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21日（土）
（予備日6月4日）

6月11日（土）

男子：準々決勝・準決勝・決勝
女子：準決勝・決勝
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● 予算編成の背景
　国民医療費は毎年 1 兆円のペースで増加を続
け、今や年間 40 兆円を突破しています。なかで
も 65 歳以上の医療費は 23 兆円を超え、急速な
高齢化が医療費の増大に拍車をかけている状況
です。
　現在の高齢者医療制度が始まった平成 20 年度
以降、高齢者医療制度への納付金の負担により、
多くの健保組合が赤字での予算編成を余儀なく
されてきました。昨年 5 月に成立した医療制度
改革関連法では、国保の財政基盤強化が中心で
あり、医療保険制度全体の持続可能性を確保す
るという観点では不十分な内容です。医療費の
適正化対策や高齢者医療制度の負担構造改革等、
皆保険としての医療保険制度には多くの課題が
残されています。
　健保組合と健保連は、医療保険制度の真の持
続可能性を追求するために、抜本的改革を断行
するよう、強く求めていきます。皆さまには引
き続き当健保組合の事業及び活動にご理解とご
協力をお願いいたします。

● 予算の概要
　当健保組合の平成 28 年度予算は、総額 52 億

5,538 万円、実質的な収支状況を示す経常収支
で 3 億 4,189 万円の赤字を計上する非常に厳し
い予算編成となりました。
　主な収入は、皆さまと事業主に納めていただ
く保険料で、46 億 5,509 万円を見込んでいます。
　一方、主な支出は、皆さまの医療費に充て
られる保険給付費 23 億 2,577 万円（前年度比
9,824 万円増）と、高齢者医療を支えるために
高齢者医療制度へ支払う納付金 22 億 1,792 万
円（同 1,099 万円増）となる見込みです。これ
ら２つの支出だけで保険料収入の 97.6％にもな
る見通しです。収入の不足分は、前年度決算か
らの繰越金１億 5,000 万円および別途積立金等
からの繰入金 3 億 5,287 万円で補填することと
しました。
　当健保組合では従来から経費の節減に取り組
むとともに、皆さま一人ひとりの健康に役立つ
事業を推進するため、データヘルス計画により
効果的な保健事業を立案・実施していきます。
皆さまにおかれましては、ジェネリック医薬品
への切り替えや、自分自身の健康に責任を持ち
軽度な身体の不調は自分で手当てするセルフメ
ディケーションにより、医療費の節減にご協力
くださいますようお願いいたします。

経常収支で約 3 億 4 千万円の大幅な赤字予算となりました

※（　　）内は「被保険者 1人当たり額」

平成28年度

予算のお知らせ

前年度比 7.8％増

前年度比0.5％増 

前年度比4.4％増

収入総額
52億5,538万4千円
（52万3,445円）

収　入

調整保険料収入
6,390万4千円

（6,365円）／1.2％

保険料
46億5,508万9千円
（46万3,654円）／88.6％ 
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。

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
3億5,287万3千円
（3万5,147円）／6.7％

収入不足を補うために、別途積
立金等から繰り入れます。

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
22億1,792万4千円
（22万909円）／42.2％ 

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
2億9,588万5千円
（2万9,471円）／5.6％ 

その他
1,603万1千円
（1,596円）／0.3％ 
積立金・雑支出など

その他
551万8千円
（348円）／0.1％
雑収入など

財政調整事業交付金
2,800万円
（2,789円）／0.5％ 
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。繰越金

1億5,000万円
（1万4,940円）／2.9％

前年度決算から繰り越します。

保険給付費
23億2,576万5千円
（23万1,650円）／44.3％ 
皆さま（被保険者とご家族）の医
療費にあてられます。

日雇拠出金
　　　　　  1千円

病床転換支援金
　　　　　  6千円

退職者給付拠出金
         7,757万6千円
老人保健拠出金
                 2万2千円

法定給付費
　  22億6,547万7千円
付加給付費

　 6,028万8千円

後期高齢者支援金
  9億7,149万7千円

前期高齢者納付金
11億6,882万2千円

予備費
1億5,308万5千円
（1万5,248円）／2.9％

財政調整事業拠出金
6,390万4千円
（6,365円）／1.2％

支出総額
52億5,538万4千円
（52万3,445円） 

支　出

事務費
1億8,279万円
（1万8,206円）／3.5％ 
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。
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