
・療養給付費交付金とは … 退職者(60 ～ 64歳)の被保険者のかかった医療費
　　　　　　　　　　         から国保税分を控除した額に対する交付金。
・前期高齢者交付金とは … 前期高齢者( 65 ～ 74歳)の被保険者の医療費につ
　　　　　　　　　　         いて、前期高齢者加入の多少による医療保険制度
　　　　　　　　　　         間の財政的な不均衡を調整するための交付 金。
・共同事業交付金とは …… 高額な医療費について、保険者の運営基盤の安定
　　　　　　　　　　         化等を図るため、県内市町村相互で負担調整する
　　　　　　　　　　         事業に対する交付金。
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　平成28年度八代市国民健康保険特別会計の決算が、市議会平成29年9月定例会にて認定されました
ので、その状況についてお知らせします。
　平成28年度の収支は、5億円の赤字です。

歳　　　入 H26年度 Ｈ27年度 H28年度
国民健康保険税 3,232,870 3,186,982 3,337,409
国県支出金 6,496,806 6,648,262 6,037,189
療養給付費交付金 778,621 547,910 375,145
前期高齢者交付金 3,228,747 3,540,522 3,839,797
共同事業交付金 2,611,303 5,274,624 4,806,327
財産収入 3,434 2,415 300
繰入金 2,034,422 1,532,979 1,374,477
繰越金 80,354 8,128 0
その他 21,526 164,290 31,961

（単位：千円） （単位：千円）

歳入合計 18,488,083 20,906,112 19,802,605
歳入－歳出(収支) 8,128 ▲334,605 ▲495,799

歳出合計 18,479,955 21,240,717 20,298,404

歳　　　出 H26年度 Ｈ27年度 H28年度
総務費 186,927 198,221 198,082
保険給付費 12,173,502 12,544,967 11,834,914
後期高齢者支援金 2,123,173 2,111,828 2,016,510
前期高齢者納付金 1,644 1,426 1,455
老人保健拠出金 86 86 67
介護納付金 989,775 905,853 827,247
共同事業拠出金 2,584,843 5,089,608 4,851,145
保健事業費 134,272 130,039 135,458
基金積立金 3,434 2,416 300
繰上充用金 0 0 334,605
その他 282,299 256,273 98,621

　平成28年度の歳入総額は198億円｛国民健康保険税 33.4億円（全体の17％）等｝、歳出総額は203億円｛保険給付
費118.3億円（全体の58％）等｝、歳入と歳出の差し引きの収支は▲5億円でした。平成27年度に市町村合併以降初
めて赤字決算に陥ったことを受け、平成28年度は税率等の改定により、ご負担をお願いしたところ、国保税収におい
ては前年度より4.72％、約1億5千万円の増を図ることができました。しかしながら、それでもなお、歳出総額を賄う
ほどには至っておらず、残念ながら２年連続の赤字決算となり、財政健全化が緊急の課題となっております。今後
も少子高齢化を背景とした税収減と医療費増の傾向は、続くものと考えられます。保険者として、引き続き税収確保と
医療費抑制に努めていくことは言うまでもありませんが、被保険者の皆様方の健康維持、重症化予防が、医療費の
適正化、財政の健全化につながっていくものと考えます。こうしたことにご理解いただき、特定健診等各種検診
を受診し、ご自身の健康状態の把握、生活習慣病等の重症化予防や健康維持にお役立ていただきますよう重ね
てお願いいたします。皆様が安心して医療を受けられるよう、本市国保の安定運営にご協力をお願い申し上げます。

・後期高齢者支援金とは … 平成20年に創設された後期高齢者医療制度
　　　　　　　　　　　　  に対する保険者負担分。
・前期高齢者納付金とは … 前期高齢者交付金に対する保険者負担分。                                       
・共同事業拠出金とは …… 共同事業交付金に対する保険者拠出金。
・繰上充用金とは ………… 前年度の会計年度経過後、歳出に対して歳
　　　　　　　　　　　　 入が不足したときに、翌年度分の歳入を繰
　　　　　　　　　　　　 り上げて不足分へ充てる金額。　

　平成30年度から、都道府県が市区町村とともに国保運営を行っていくため、熊本県も国保
の保険者となり、国保加入者の資格管理は都道府県単位で行われることになります。そのた
め、これからは、八代市の国保加入者が熊本県内の他の市町村へ住所を異動した場合でも、引
き続き熊本県の国保加入者ということになります。ただし、保険証については、これまでどお
り、異動先（住所のある）の市町村で新たに交付することになります。

都道府県単位で資格管理されます

　国保加入者の資格管理が都道府県単位で行われることにより、保険証の様式が一部変更にな
ります。新たな保険証への切り替え時期については、一斉更新日の平成３０年８月１日からと
なります。

保険証の様式が一部変わります

保険証の様式改正（案）

国民健康保険被保険者証
                   有 効 期 限　平成　　年　　月　　日
記　号　番　号
氏　　　　　名
生　年　月　日　　　　　　　　　　　　性別
世　　帯　　主
資格取得年月日
交 付  年  月  日

住　　　　　 所

保  険  者  番  号　　　　　　保 険 者 名　熊本県八代市　

熊本県                 有 効 期 限　平成　　年　　月　　日
国民健康保険被保険者証
記　号　番　号
氏　　　　　名
生　年　月　日　　　　　　　　　　　　性別
世　　帯　　主
適用開始年月日
交 付  年  月  日

住　　　　　 所

保  険  者  番  号　　　　　　交 付 者 名　熊本県八代市

　平成30年度から、熊本県内の他の市町村へ住所を異動した場合でも、異動前と同じ世帯で
あることが認められるときは、高額療養費の多数該当（※）の回数は通算され、経済的な負担
が軽減されます。
（※）高額療養費の多数該当とは、過去１２ヵ月間で高額療養費の対象となった月数が４回以
上となった場合、４回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。

高額療養費の多数該当が都道府県単位で通算されます

これまで（平成30年3月まで）１回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目 ４回目
７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 多数該当

県内の市町村間での住所移動

平成30年4月から １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 ７回目

ここから多数該当
(引き継いで通算されます）

国民健康保険の都道府県化について

八代市国民健康保険特別会計の決算状況

〔現行〕 〔改正案〕点線で囲った部分が主な変更箇所です



　雄大な自然の中でアクティビィティや日本百名湯“美人の湯”で名高い「菊池温泉」
での旅館宿泊、新鮮な地元食材を使った食事など、菊池観光の魅力を満喫!
　その上、メディカルヘルスチェック、体力測定、温泉利用法や体に良い食事法ほか、
健康になるための充実したプログラムが体験できます。
　ツアー後も菊池養生園スタッフから半年にわたって電話やメールによるヘルス
サポートが受けられます。
  「セカンドライフを充実させるためずっと健康でいたい」という方に、特におすすめ。夫婦や友達同士
で参加しませんか。
  【対象者】 八代市国民健康保険被保険者40歳～ 74歳
 　　　　  特定健診結果等について、八代市へ情報提供できる方
 　　　  ※宿泊のため糖尿病・循環器疾患など既往がある方は、
               お断りする場合があります。
  【日　時】 １期5/25 ～ 5/26、２期7/27 ～ 7/28、３期8/24 ～ 8/25、
               ４期9/28 ～ 9/29
  【定　員】 各期先着８名
  【申込み締切】　3/9(金)
  【料　金】 １２，０００円

※特定健診、内臓脂肪CT、菊池温泉での宿泊代金、食事4食(朝1・昼2・夕1)を含む、
 通常約３万4000円の内容です。
※２～３名の相部屋になりますので、ご夫婦、お友達との参加をお勧めします。

　 なお、今回のプログラムに参加された方は、平成30年度の八代市の特定健診を受診したとみなします。

特定健診受診のお願い

八代市の国民健康保険の財政は、 危機的状況です！
　特定健診を受診している場合と受診していない場合で生活習慣
病治療にかかった一人当たり医療費は、特定健診を受診していな
い場合の方が、統計的に月「約２万６千円」（約６倍）高くなっ
ています。

問合せ先：八代市保健センター　　電 話  32-7200 問合せ先：八代市国保ねんきん課　　電 話  33-4113

健診受診者

健診未受診者

１ ２ ３ ４ (万円）0

31,564円

5,071円

特定健診受診者と未受診者の生活習慣病治療にかかるお金の比較

H28年度八代市の特定健診受診率は、
　３２．１％（熊本県平均受診率３４．４％）でした！これは、熊本県45市町村中ワースト7位と
いう結果でした。
　ただし、特定健診を受けている方の血圧、脂質異常などの割合は、年々減少するなど効果もみ
えております！
　定期的な特定健診の受診が、自身の健康管理はもちろん、医療費の高騰を抑えることにつなが
ります。1年に1度の特定健診を受けましょう。

　国は、特定健診受診率アップなど一定の結果が認められた市町村に支援金を出す方針を打ち出
しました！
　受診率アップにご協力ください。八代市では特定健診と同様の健診結果の情報提供をお願いし
ています。平成２９年度内に下記を受診された方（予定者）は、ご連絡ください。

　◇情報提供いただきますと、粗品を差し上げます。また、血管の痛み具合がわかる結果表を
　　お渡しし、必要な方には、体の状態や生活改善のアドバイスをさせていただきます。
　◇個人で人間ドックを受けた方には、情報提供の報奨として3,000円を交付します。

八代市国保加入者（40歳～ 74歳）で
　◇   職場で健診を受けた方
　◇   治療中の方で、血液検査等を受けた方
　◇   個人で人間ドックを受けた方

　　健康のための1泊2日ツアー
｢スマートライフステイ in きくち」に参加しませんか？

問合せ・申込み先：八代市保健センター　　電 話  32-7200

平成30年度国保人間ドック・脳ドック募集について

　これまで、本市では毎年、国保脳ドックの助成事業を行ってまいりましたが、平成30年度の募
集におきましては、人間ドックについても併せて募集を行う予定です。
　詳細は、国保だより平成30年４月号（広報やつしろ４月号に折込）にてお知らせいたします。
募集の受付期間は４月上旬になります。ご希望の方は、必ず郵送にて、申込み期限までにお申込
み下さい。
　なお、当募集によりドックを受けた場合も、八代市の特定健診を受診したものとみなします。

  【対象者】 八代市国民健康保険被保険者40歳～ 74歳
 　　　　  特定健診結果等について、八代市へ情報提供できる方


