
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 

令和２年 

３月 

7,238 7,219 19 546 6,692 

 3,599 1,748 1,345 

平成 31 年 

３月 

7,105 7,086 19 559 6,546 

 3,489 1,693 1,364 

平成 30 年 

３月 

6,836 6,819 17 526 6,310 

 3,406 1,575 1,329 

平成 29 年 

３月 

6,627 6,606 21 502 6,125 

 3,310 1,463 1,352 

平成 28 年 

３月 

6,420 

 

6,393 

 

27 488 5,932 

 3,228 1,377 1,327 

（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 

30・元年度 8.80％ 43,300 円 620,000 円 

28・29 年度 9.07％ 42,400 円 570,000 円 

26・27 年度 8.98％ 42,200 円 570,000 円 

（２） 賦課対象者                        （単位：人）                    

区分 賦課対象者数 均等割軽減者数 減免 限度額超過 

令和元年度 7,694    4,707（＊） ０ 112 

平成 30 年度 7,497 4,579 ０ 126 

平成 29 年度 7,253 4,334 ０ 120 

平成 28 年度 7,001 4,100 ０ 123 

平成 27 年度 6,767 3,921 ０ 129 

 

＊ 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 

軽 減 割 合 

計 
８割 ８.５割 ５割 ２割 

被扶養者 

（5 割） 

対象者数（人） 1,677 1,521 622 859  28 4,707 

軽減額（円） 48,788,945 44,621,321 13,089,209 7,225,302 454,646 114,179,423 
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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） 

 令和元年度 546,430,000 円 7,694 人 71,020 円 9,262,500 円 

平成 30 年度 522,719,700 円 7,497 人 69,724 円 9,430,116 円 

平成 29 年度 505,361,800 円 7,253 人 69,676 円 9,378,600 円 

平成 28 年度 486,020,700 円 7,001 人 69,422 円 10,066,900 円 

平成 27 年度 465,614,800 円 6,767 人 68,807 円 9,311,650 円 

 

 

３ 広域連合納付金 

                                    （単位：円） 

区 分 令和元年度 平成 30 年度 増減額 増減率(％) 

療養給付費負担金 401,591,301 429,431,363 △27,840,062 △6.5 

保険料等負担金 545,031,116 520,552,584 24,478,532 4.7 

保険基盤安定負担金 114,179,423 111,887,054 2,292,369 2.0 

事務費負担金 19,954,683 19,446,161 508,522 2.6 

保険料軽減措置負担金 38,098,364 35,576,031 2,522,333 7.1 

合 計 1,118,854,887 1,116,893,193 1,961,694 0.2 

 

 

４ 保健事業 

健康増進 

 利用者数（人） 

令和元年度 平成 30 年度 増減 増減率（％） 

瀬音の湯 320 393 △73 △18.6 

数馬の湯 126 115 11 9.6 

もえぎの湯 23 56 △33 △58.9 

つるつる温泉 248 273 △25 △9.2 

梅の湯 1,259 1,115 144 12.9 

合 計 1,976 1,952 24 1.2 

補助金額（円） 572,900 557,100 － 

 

 

５ 保険給付事業 

  葬祭費（１件 50,000 円） 

区 分 件 数 給 付 額 

令和元年度 392 件 19,600,000 円 

平成 30 年度 437 件 21,850,000 円 
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