
（平成28年1月13日　資料）

◇目的

①生活習慣病の重症化を防ぐ。

②医療費の高額化を防ぐ。

特に1年以上病院にかかっていない人への「特定健康診査」の受診の動機付けとする。

病院や特定健診で「健康状態を全くチェックしていない人」を減らし，病気の早期発見，

早期治療へつなげる。

（短期的には医療費が増える恐れがあるが，これ以上健康状態を悪化させず

　健康寿命を延伸させようとするもの）

◇支給要件・・・全て満たした世帯に支給

①4月1日から翌年3月31日までの1年間，国民健康保険の被保険者であり，かつ，

　保険診療をまったく受けなかった世帯

②上記の期間において，40歳以上の被保険者が全員が特定健診を受けている世帯

③国民健康保険税を完納している世帯

◇支給額及び支給時期

支 給 額・・・1世帯1万円

支給時期・・・対象年度の翌年11月頃

（平成２７年度は1月13日）

◇平成27年度　支給イベント

日時 平成28年1月13日（水）　午前10時から10時30分まで

場所 総社市役所　1階ロビー

内容 総社市長から対象世帯へ現金1万円を直接手渡す

【総社市国民健康保険健康推進奨励金　平成２７年度事業結果】
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対象世帯に手渡す1万円の台紙

27年度の支給イベントの様子



◇平成27年度事業結果

○支給対象世帯

○平成27年度支給対象世帯のうち，40歳以上の被保険者25人の内訳

（１）年齢別

40歳代　1名　　50歳代　6名　　60歳代　13名　　70歳代　5名

（２）性別

男性　13名　　　女性　　12名

（３）これまでの受診状況

初回　4名　　飛び飛び　7名　　前年受診　14名

（４）昨年も支給対象だった人

7人

◇よくある質問

○１万円をもらいたいために病院に行かない人が増えるのでは?

→ 40歳未満で特定健診受診不要の世帯への支給件数が，

事業実施後も伸びていません。

平成24年度 77世帯

平成26年度 49世帯 → 受診抑制に直接つながっては

平成27年度 57世帯 いないと考えます。

40歳以上の方は「特定健診受診」が支給要件となり，単に医療機関を

受診しないだけでは支給対象となりません。また，健診の結果，

良好な状態でなければ，医療機関受診を勧奨し，早期治療へ

つなげることとしています。

○健診を受けて，健康に関心はあるけど，病院にかかってしまった人には何もないの?

→ 「1万円キャッシュバック」事業は，

健診も受けず病院にも行かない人に，何とかして健診を受けてもらい，

健康状態をチェックすることで，病気の早期発見・早期治療につなげる

ために始まりました。

病院を受診したことで，キャッシュバックの対象にならなかった方は

「健康マイポイント制度」にぜひご参加ください。

これは健康に関心を持ち，取り組みを行っている人を応援する事業です。

総社市では，この二つの「インセンティブ事業」のほかにも，

各種予防・治療事業を進めており，

トータルで市民の皆様の健康づくりを応援しています。

40歳未満の被保険者のみの世帯

（支給要件①③を満たす）

40歳以上の被保険者がいる世帯

（支給要件①②③を満たす）

【参考】特定健診を受診していたら

　　支給対象となった世帯

平成27年度平成27年度平成27年度平成27年度

57世帯（60名）57世帯（60名）57世帯（60名）57世帯（60名）

25世帯（25名）25世帯（25名）25世帯（25名）25世帯（25名）

82世帯（85名）82世帯（85名）82世帯（85名）82世帯（85名）

283世帯283世帯283世帯283世帯

平成2６年度

49世帯（50名）

21世帯（22名）

70世帯（72名）

264世帯

合計
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◇事業開始までの経緯

※平成25年2月21日の総社市国保運営協議会の答申

　疾病予防や重篤化を防ぐ観点から，優良世帯表彰は，

　国保運営の健全化に貢献しているとは言えないのではないか。

　健康増進事業や予防に，その費用を充てるべき。

※見直しの着目点 ※平成２４年度の優良世帯内訳

　①病院に行かない人は，

　　健康なのではなく，

　　健康に対する意識が低いのでは？

　②この人たちを放っておくと，

　　病気に気づかずに重症化する

　　恐れがあるのでは？

　　特定健診の受診率向上への

　　動機付けやＰＲにつながる事業の

　　実施が必要！
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【対象者イメージ図】
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『『『『総社市国民健康保険健康推進奨励金総社市国民健康保険健康推進奨励金総社市国民健康保険健康推進奨励金総社市国民健康保険健康推進奨励金』』』』

（通称：総社市国保 健康で1万円キャッシュバック）

（実施）平成２６年４月から実施

※PRは平成25年9月から

（対象）①１年間保険診療を受けていない

②対象者全員が特定健診を受けている

③国保税を完納している

（支給）対象世帯に１万円を支給

『『『『優良世帯表彰優良世帯表彰優良世帯表彰優良世帯表彰』』』』

（対象）①１年以上保険診療を受けていない

②国保税を完納している

（支給）表彰状と記念品を業者から送付

見

直

し

平成２４年度の特定健康診査受診率

国保全体・・・26.8％

優良世帯・・・7.77.77.77.7％％％％

この191世帯を健診に向ける

ためにどうすればよいか？



【総社市国民健康保険の概要】

◇国民健康保険加入状況

◇総社市国民健康保険特別会計

◇基金残高

◇単年度実質収支（単年度収支差引額）
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基金取崩額

（法定外繰入額）

100,000,000 － －

年度末基金残高 383,767,645 384,131,632 384,319,331

国保被保険者数

（年間平均）

15,952人

歳出決算額 6,650,166,804

15,872人 15,693人

国保加入世帯数

（年間平均）

9,054世帯 9,067世帯 9,043世帯

国保加入割合

（被保険者数／人口）

23.6% 23.4% 23.1%

（単位：円）

平成２５年度 平成２６年度

人口（年度末時点） 67,577人 67,731人 67,820人

世帯数（年度末時点） 25,043世帯 25,452世帯 25,785世帯

平成２４年度

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

歳入決算額 6,697,259,742 6,901,712,765 7,077,480,920

6,850,701,877 6,956,672,687

歳入歳出差引額 47,092,938 51,010,888 120,808,233

（単位：円）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

（単位：円）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

差引額 -67,855,671 4,281,937 69,985,044



◇保険給付費

◇一人当たりの医療費

◇国民健康保険特定健康診査の受診状況

（受診率は法定報告値）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

金額（円） 4,661,901,415 4,796,487,410 4,833,270,804

134,585,995 36,783,394

対前年比 106.7% 102.9% 100.8%

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

対前年比（円） 293,261,154

総社市

県内順位

（低い順）

3位 1位 3位

金額（円） 349,056 361,545 367,292

対前年比 104.5% 103.6% 101.6%

岡山県平均

金額（円） 364,296 375,435 385,772

対前年比 102.6% 103.1% 102.8%

全国平均

金額（円） 315,856 324,543 未発表

対前年比 102.3% 102.8% 未発表

11,113 11,092

受

診

者

数

（

人

）

集団 1,434 1,446 1,512

個別 627 510 460

人間ドック 1,114 1,232 1,314

合計 3,175 3,188
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3,286

受

診

率

総社市 26.8% 27.2% 27.9%

岡山県 26.5% 26.9% 27.2%

全国 33.7% 34.3% 未発表

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

対象者数（人） 10,968


