
後 期 高 齢 医 療 係 

１ 資格状況 

被保険者数及び年齢別・負担区分別割合の状況  （単位：人） 

区分  
被保険

者数  

年齢別内訳  負担区分割合別内訳 
75 歳

以 上  

65 歳以上

75 歳未満  
３割 １割 

一 般 低Ⅱ  
※１ 

低Ⅰ 
※２ 

平成 27 年  

３月  

6,162 6,137 25 479 5,683 

3,075 1,332 1,276 

平成 26 年  

３月  

5,925 5,902 23 453 5,472 

3,029 1,194 1,249 

平成 25 年  

３月 

5,792 5,767 25 450 5,342 

2,997 1,186 1,159 

平成 24 年  

３月 

5,574 5,545 29 469 5,105 

2,831 1,101 1,173 

平成 23 年  

３月 

5,370 5,331 39 475 4,895 

2,733 1,054 1,108 

（東京都後期高齢者医療広域連合の公表数値による。） 

※１ 世帯全員が住民税非課税である方のうち、低Ⅰに該当しない方 

※２ 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員が年金収入 80 万円以下でその他の

所得がない方及び老齢福祉年金を受給している方 

２ 保険料状況  

（１）保険料率 

該当年度 所得割率 均等割額 保険料限度額 

26・27 年度 8.98％ 42,200 円 570,000 円 

24・25 年度 8.19％ 40,100 円 550,000 円 

22・23 年度 7.18％ 37,800 円 500,000 円 

（２）賦課対象者  （単位：人）  

＊ 均等割軽減者数の内訳 

（保険基盤安定負担金の数値による。） 

区分 賦課対象者数 均等割軽減者数  減免 限度額超過 

26 年度 6,479   3,617（＊） ０ 128 

25 年度 6,263 3,237 １ 113 

24 年度 6,122 3,049 ０ 110 

23 年度 5,920 2,959 ０ 105 

22 年度 5,690 2,799 ０ 94 

区 分 

軽 減 割 合 

計 
９割 ８.５割 ５割 ２割 

被扶養者 

（９割） 

対象者数（人） 1,542 1,040 421 456 158 3,617 

軽減額（円） 43,709,308 29,552,273 8,594,723 3,761,418 3,191,370 88,809,092 

保険年金課
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（３）保険料額 

区分 調定額（現年度分） 賦課対象者数 
一人当たり 

保険料 

調定額 

（滞納繰越分） 

26 年度 460,820,800 円 6,479 人 71,125 円 8,259,750 円 

25 年度 420,087,500 円 6,263 人 67,074 円 7,833,200 円 

24 年度 415,876,200 円 6,122 人 67,931 円 8,468,600 円 

23 年度 367,099,500 円 5,920 人 62,010 円 9,097,300 円 

22 年度 353,705,300 円 5,690 人 62,163 円 9,735,000 円 

３ 広域連合納付金 

（単位：円） 

区 分 26 年度 25 年度 増減額 増減率(％) 

療養給付費負担金 367,940,089 351,316,654 16,623,435 4.73 

保険料等負担金 463,792,350 430,123,600 33,668,750 7.83 

保険基盤安定負担金 88,809,092 75,406,602 13,402,490 17.77 

事務費負担金 17,047,118 18,265,260 △1,218,142 △6.67 

保険料軽減措置負担金 32,749,046 42,220,853 △9,471,807 △22.43 

合 計 970,337,695 917,332,969 53,004,726 5.78 

４ 保健事業 

健康増進 

利用者数（人） 

26 年度 25 年度 増減 増減率（％） 

瀬音の湯 370 309 61 19.74 

数馬の湯 72 43 29 67.44 

もえぎの湯 59 60 △1 △1.67 

つるつる温泉 325 188 137 72.87 

梅の湯 1,025 907 118 13.01 

合 計 1,851 1,507 344 22.83 

補助金額（円） 525,100 424,800 － 

５ 保険給付事業 

  葬祭費（１件 50,000 円） 

区 分 件 数 給 付 額 

26 年度 353 件 17,650,000 円 

25 年度 355 件 17,750,000 円 

保険年金課
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