
          令和４年度版「福島市の国保」 （令和３年度実績）  目　次

Ⅰ 沿革と組織 Ⅳ 保健事業と広報事業

１ 国民健康保険事業の沿革       １ 医療費適正化・保健事業

(1) 事業の沿革 3 (1) 医療費通知 47

(2) 市域編入状況 17 (2) 福島市国民健康保険疾病分類統計表の作成 47

２ 事務機構   (3) 国民健康保険日帰り人間ドック助成事業 48

(1) 機構 18 (4) ジェネリック医薬品普及促進事業 48

(2) 国保年金課事務分掌 19 (5) 保健事業実施計画（データヘルス計画）の実施 49

(3) 職員の配置状況 19 (6) 国保特定健康診査・特定保健指導事業 49

３ 国民健康保険運営協議会　 (7) 特定健康診査等未受診者対策事業 51

(1) 委員構成                 20 (8) 受診勧奨値を超えている方への対策 51

(2) 開催状況                   20 (9) 重複・頻回受診者等訪問指導事業 51

(10)重複服薬者への訪問指導事業 51

Ⅱ 被保険者 (11)糖尿病性腎症重症化予防事業 52

１ 国保加入状況 (12)健康教育事業（ポピュレーションアプローチ） 52

(1) 世帯数 23 (13)地域包括ケアの推進 52

(2) 被保険者数 24 ２ 広報事業   

(3) 介護保険第２号被保険者世帯数・被保険者数 25 (1) 国民健康保険制度啓発事業 53

(4) 被保険者の年齢構成 26 (2) 市政だよりへの掲載 53

(5) 事由別異動状況 27 (3) 国保だよりの発行 53

(6) 年度別・所得段階別世帯数及び被保険者数 29

Ⅴ 保険財政

Ⅲ 保険給付 １ 国民健康保険税賦課状況

１ 医療機関の状況 (1) 税率・賦課割合 57

(1) 医療施設数 33 (2) 平均負担額及び課税限度額 57

(2) 病床数 33 (3) 国民健康保険税の軽減措置 58

(3) その他の施設数 33 ２ 収納状況

２ 医療給付費の状況 (1) 国民健康保険税収納決算 60

(1) 療養給付費全体 34 (2) 納付方法別収納状況 63

(2) 一般被保険者療養給付費  35 (3) 口座振替状況 63

(3) 退職被保険者等療養給付費 36 (4) 差押執行状況 64

(4) 年度別比較グラフ 37 (5) 公売執行状況 64

(5) 療養費の支給状況  38 (6) 収納率向上対策事業 65

(6) 乳幼児医療費の状況 38 ３ 予算・決算

(7) 小学・中学・高校生医療費の状況 38 (1) 年度別決算状況 66

(8) 高額療養費の支給状況 39 (2) 決算年度比較 69

(9) 高額介護合算療養費の支給状況 39 (3) 国民健康保険財政調整基金積立状況 69

(10)審査支払手数料 40 (4) 令和４年度予算（本賦課時） 70

(11)出産育児一時金・葬祭費の支給状況 40 (5) 保険料収納必要総額算出情報リスト 71

３ 医療費適正化対策 (6) 国保事業費納付金算定情報リスト 73

(1) 診療報酬明細書点検調査結果 41

(2) 第三者行為求償状況 42

(3) 不正・不当利得請求状況 42

４ 各拠出金 43

５ 国民健康保険事業費納付金 43

※ 表等の年度において元号の表記が無いものについては、
　29年度・30年度はそれぞれ平成29年度・平成30年度を、元年度・2年度・3年度・
　4年度はそれぞれ令和元年度・令和2年度・令和3年度・令和4年度を指す。



Ⅵ 東日本大震災に係る被災者に対する負担軽減 【参考】事業年報

１ 東日本大震災に係る国民健康保険税の減免 79 様式13　国民健康保険事業状況報告書

２ 東日本大震災に係る窓口一部負担金の免除 （事業年報）Ａ表 95

(1) 東日本大震災に係る窓口一部負担金免除証 80 様式14　国民健康保険事業状況報告書

明書交付 （事業年報）Ｂ表 96

(2) 東日本大震災に係る窓口一部負担金免除 80 様式15　国民健康保険事業状況報告書

（事業年報）Ｃ表 101

Ⅶ 令和元年台風第１９号関連災害に係る被災者 様式17  国民健康保険退職者医療事業状況報告書

に対する負担軽減 （退職者医療事業年報）Ｅ表 104

１ 令和元年台風第１９号関連災害に係る国民健 83 様式18  国民健康保険退職者医療事業状況報告書

 　康保険税の減免 （退職者医療事業年報）Ｆ表 107

２ 令和元年台風第１９号関連災害に係る窓口一

 　部負担金の免除

(1) 令和元年台風第１９号関連災害に係る窓口 84

一部負担金免除証明書交付

(2) 令和元年台風第１９号関連災害に係る窓口 84

一部負担金免除

Ⅷ 新型コロナウイルス感染症の影響に対する

負担軽減

１ 新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民 87

 　健康保険税の減免

２ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金 87

 　の支給

Ⅸ 令和３年福島県沖地震関連災害に係る被災者

に対する負担軽減

１ 令和３年福島県沖地震関連災害に係る国民健 91

 　康保険税の減免

２ 令和３年福島県沖地震関連災害に係る窓口一

 　部負担金の免除

(1) 令和３年福島県沖地震関連災害に係る窓口 91

一部負担金免除証明書交付

(2) 令和３年福島県沖地震関連災害に係る窓口 91

一部負担金免除


