
平成 28 年６月９日 

厚生労働省保険局調査課 

 

平成 25 年度医療保険に関する基礎資料の訂正について 

 

標記の件につきまして、一部データに誤りがあったため、以下の一部の数値

を訂正いたします。 

 

P18 「４．収支関係 （４）被用者保険制度別標準報酬並びに国保及び後期高

齢者医療制度における前年所得（基礎控除前）の推移（４～３ベース）」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



（４） 被用者保険制度別標準報酬並びに国保及び後期高齢者医療制度における前年所得（基礎控除前）の推移 （４～３ベース）

増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率

億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％

平成16年度 648,966 0.1 658,185 0.4 － － 3,081 -6.3 229,666 0.2 414,059 -0.7 ・ ・

(735,138) (0.3) (823,118) (0.7) － － (3,406) (-6.4) (305,604) (-0.0)

17 653,980 0.8 667,253 1.4 － － 3,024 -1.9 228,724 -0.4 430,361 3.9 ・ ・

(741,022) (0.8) (834,981) (1.4) － － (3,337) (-2.0) (303,784) (-0.6)

18 663,870 1.5 681,491 2.1 － － 2,943 -2.7 225,275 -1.5 430,619 0.1 ・ ・

(751,684) (1.4) (852,220) (2.1) － － (3,251) (-2.6) (299,846) (-1.3)

19 681,020 2.6 703,377 3.2 － － 2,963 0.7 224,915 -0.2 432,053 0.3 ・ ・

(769,719) (2.4) (882,761) (3.6) － － (3,277) (0.8) (299,289) (-0.2)

20 677,647 -0.5 713,794 1.5 － － 2,973 0.3 220,791 -1.8 345,343 -20.1 116,320 ･･･

(762,120) (-1.0) (891,781) (1.0) － － (3,288) (0.3) (294,084) (-1.7)

21 658,110 -2.9 691,780 -3.1 － － 2,913 -2.0 228,197 3.4 327,419 -5.2 113,943 -2.0

(733,197) (-3.8) (844,229) (-5.3) － － (3,193) (-2.9) (297,302) (1.1)

22 652,296 -0.9 680,345 -1.7 － － 2,830 -2.9 227,752 -0.2 300,107 -8.3 111,332 -2.3

(729,232) (-0.5) (836,023) (-1.0) － － (3,099) (-3.0) (293,922) (-1.1)

23 650,689 -0.2 679,950 -0.1 － － 2,773 -2.0 227,990 0.1 293,891 -2.1 114,940 3.2

(728,400) (-0.1) (838,177) (0.3) － － (3,040) (-1.9) (292,880) (-0.4)

24 657,027 1.0 683,692 0.6 － － 2,764 -0.3 222,458 -2.4 292,179 -0.6 118,232 2.9

(735,757) (1.0) (840,966) (0.3) － － (3,042) (0.1) (286,047) (-2.3)

25 671,189 2.2 686,451 0.4 － － 2,757 -0.3 216,749 -2.6 285,232 -2.4 121,413 2.7

(752,579) (2.3) (846,567) (0.7) － － (3,049) (0.2) (273,042) (-4.5)

円（千円） ％ 円（千円） ％ 日額　円 ％ 円（千円） ％ 円（千円） ％ 年額 千円 ％ 年額 千円 ％

平成16年度 283,152 -0.4 371,204 0.2 12,857 -0.1 382,393 -1.1 430,139 -0.2 1,650 -3.0 ・ ・

(3,849) (-0.3) (5,561) (0.6) (5,073) (-1.2) (6,889) (0.1)

17 283,127 0.0 370,370 -0.2 12,943 0.7 381,040 -0.4 430,792 0.2 1,687 2.3 ・ ・

(3,850) (0.0) (5,553) (-0.2) (5,046) (-0.5) (6,856) (-0.5)

18 282,970 -0.1 369,248 -0.3 13,159 1.7 379,781 -0.3 426,742 -0.9 1,667 -1.2 ・ ・

(3,845) (-0.1) (5,531) (-0.4) (5,034) (-0.2) (6,805) (-0.7)

19 285,118 0.8 370,257 0.3 13,921 5.8 388,397 2.3 426,236 -0.1 1,669 0.1 ・ ・

(3,867) (0.6) (5,576) (0.8) (5,155) (2.4) (6,808) (0.0)

20 285,145 0.0 369,738 -0.1 12,963 -6.9 394,932 1.7 418,779 -1.7 1,680 0.7 887 ･･･

(3,848) (-0.5) (5,543) (-0.6) (5,241) (1.7) (6,692) (-1.7)

21 279,445 -2.0 361,926 -2.1 12,672 -2.2 394,630 -0.1 425,882 1.7 1,580 -6.0 842 -5.1

(3,736) (-2.9) (5,300) (-4.4) (5,192) (-0.9) (6,658) (-0.5)

22 276,175 -1.2 361,253 -0.2 12,955 2.2 389,462 -1.3 419,583 -1.5 1,451 -8.2 796 -5.4

(3,705) (-0.8) (5,327) (0.5) (5,118) (-1.4) (6,498) (-2.4)

23 275,203 -0.4 362,484 0.3 13,284 2.5 388,864 -0.2 421,100 0.4 1,416 -2.4 798 0.2

(3,697) (-0.2) (5,362) (0.7) (5,115) (-0.1) (6,491) (-0.1)

24 275,402 0.1 363,879 0.4 13,482 1.5 390,617 0.5 411,900 -2.2 1,416 0.0 797 0.0

(3,701) (0.1) (5,371) (0.2) (5,160) (0.9) (6,356) (-2.1)

25 276,224 0.3 365,300 0.4 13,573 0.7 393,341 0.7 402,148 -2.4 1,399 -1.2 799 0.2

(3,717) (0.4) (5,406) (0.7) (5,221) (1.2) (6,079) (-4.4)

（注）１．各制度の事業年報等を基に作成。

　　　２．法第３条第２項被保険者の「被保険者１人当たり標準報酬月額」は、賃金日額を計上している。

　　　３．国民健康保険には、擬制世帯主の所得は含まれていない。

　　　４．国民健康保険の「１世帯当たり前年所得（基礎控除前）」は国民健康保険実態調査による。

　　　　　また、「前年所得（基礎控除前）」の総額は国民健康保険実態調査の1人当たりの金額に国民健康保険事業年報に基づく被保険者数を乗じて計算している。

　　　５．共済組合の総額については、年度末の標準報酬月額総額（換算額）を12倍したものであり、１人当たりについては年度末におけるものである。

　　　６．「年度累計標準報酬」の括弧内は、標準報酬月額総額に標準賞与額総額を加えた標準報酬総額である。

　　　　　また、「被保険者１人当たり標準報酬月額」の括弧内は、被保険者１人当たり標準報酬総額（年額）である。

　　　７．後期高齢者医療制度の「年度累計及び被保険者１人当たり前年所得（基礎控除前）」は後期高齢者医療制度被保険者実態調査によるものであり、所得不詳を除いた数字である。
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医療制度協 会（一 般） 組　合　健　保
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被保険者１人当たり標準報酬月額
１世帯当たり

前年所得(基礎控除前)
被保険者１人当たり

前年所得(基礎控除前)



（４） 被用者保険制度別標準報酬並びに国保及び後期高齢者医療制度における前年所得（基礎控除前）の推移 （４～３ベース）

増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率

億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％

平成16年度 648,966 0.1 658,185 0.4 － － 3,081 -6.3 229,666 0.2 414,059 -0.7 ・ ・

(735,138) (0.3) (823,118) (0.7) － － (3,406) (-6.4) (305,604) (-0.0)

17 653,980 0.8 667,253 1.4 － － 3,024 -1.9 228,724 -0.4 430,361 3.9 ・ ・

(741,022) (0.8) (834,981) (1.4) － － (3,337) (-2.0) (303,784) (-0.6)

18 663,870 1.5 681,491 2.1 － － 2,943 -2.7 225,275 -1.5 430,619 0.1 ・ ・

(751,684) (1.4) (852,220) (2.1) － － (3,251) (-2.6) (299,846) (-1.3)

19 681,020 2.6 703,377 3.2 － － 2,963 0.7 224,915 -0.2 432,053 0.3 ・ ・

(769,719) (2.4) (882,761) (3.6) － － (3,277) (0.8) (299,289) (-0.2)

20 677,647 -0.5 713,794 1.5 － － 2,973 0.3 220,791 -1.8 345,343 -20.1 116,320 ･･･

(762,120) (-1.0) (891,781) (1.0) － － (3,288) (0.3) (294,084) (-1.7)

21 658,110 -2.9 691,780 -3.1 － － 2,913 -2.0 228,197 3.4 327,419 -5.2 113,943 -2.0

(733,197) (-3.8) (844,229) (-5.3) － － (3,193) (-2.9) (297,302) (1.1)

22 652,296 -0.9 680,345 -1.7 － － 2,830 -2.9 227,752 -0.2 300,107 -8.3 111,332 -2.3

(729,232) (-0.5) (836,023) (-1.0) － － (3,099) (-3.0) (293,922) (-1.1)

23 650,689 -0.2 679,950 -0.1 － － 2,773 -2.0 227,990 0.1 293,891 -2.1 114,940 3.2

(728,400) (-0.1) (838,177) (0.3) － － (3,040) (-1.9) (292,880) (-0.4)

24 657,027 1.0 683,692 0.6 － － 2,764 -0.3 222,458 -2.4 292,179 -0.6 118,232 2.9

(735,757) (1.0) (840,966) (0.3) － － (3,042) (0.1) (286,047) (-2.3)

25 671,189 2.2 686,451 0.4 － － 2,757 -0.3 216,749 -2.6 285,232 -2.4 121,413 2.7

(752,579) (2.3) (846,567) (0.7) － － (3,049) (0.2) (279,944) (-2.1)

円（千円） ％ 円（千円） ％ 日額　円 ％ 円（千円） ％ 円（千円） ％ 年額 千円 ％ 年額 千円 ％

平成16年度 283,152 -0.4 371,204 0.2 12,857 -0.1 382,393 -1.1 430,139 -0.2 1,650 -3.0 ・ ・

(3,849) (-0.3) (5,561) (0.6) (5,073) (-1.2) (6,889) (0.1)

17 283,127 0.0 370,370 -0.2 12,943 0.7 381,040 -0.4 430,792 0.2 1,687 2.3 ・ ・

(3,850) (0.0) (5,553) (-0.2) (5,046) (-0.5) (6,856) (-0.5)

18 282,970 -0.1 369,248 -0.3 13,159 1.7 379,781 -0.3 426,742 -0.9 1,667 -1.2 ・ ・

(3,845) (-0.1) (5,531) (-0.4) (5,034) (-0.2) (6,805) (-0.7)

19 285,118 0.8 370,257 0.3 13,921 5.8 388,397 2.3 426,236 -0.1 1,669 0.1 ・ ・

(3,867) (0.6) (5,576) (0.8) (5,155) (2.4) (6,808) (0.0)

20 285,145 0.0 369,738 -0.1 12,963 -6.9 394,932 1.7 418,779 -1.7 1,680 0.7 887 ･･･

(3,848) (-0.5) (5,543) (-0.6) (5,241) (1.7) (6,692) (-1.7)

21 279,445 -2.0 361,926 -2.1 12,672 -2.2 394,630 -0.1 425,882 1.7 1,580 -6.0 842 -5.1

(3,736) (-2.9) (5,300) (-4.4) (5,192) (-0.9) (6,658) (-0.5)

22 276,175 -1.2 361,253 -0.2 12,955 2.2 389,462 -1.3 419,583 -1.5 1,451 -8.2 796 -5.4

(3,705) (-0.8) (5,327) (0.5) (5,118) (-1.4) (6,498) (-2.4)

23 275,203 -0.4 362,484 0.3 13,284 2.5 388,864 -0.2 421,100 0.4 1,416 -2.4 798 0.2

(3,697) (-0.2) (5,362) (0.7) (5,115) (-0.1) (6,491) (-0.1)

24 275,402 0.1 363,879 0.4 13,482 1.5 390,617 0.5 411,900 -2.2 1,416 0.0 797 0.0

(3,701) (0.1) (5,371) (0.2) (5,160) (0.9) (6,356) (-2.1)

25 276,224 0.3 365,300 0.4 13,573 0.7 393,341 0.7 402,148 -2.4 1,399 -1.2 799 0.2

(3,717) (0.4) (5,406) (0.7) (5,221) (1.2) (6,233) (-1.9)

（注）１．各制度の事業年報等を基に作成。

　　　２．法第３条第２項被保険者の「被保険者１人当たり標準報酬月額」は、賃金日額を計上している。

　　　３．国民健康保険には、擬制世帯主の所得は含まれていない。

　　　４．国民健康保険の「１世帯当たり前年所得（基礎控除前）」は国民健康保険実態調査による。

　　　　　また、「前年所得（基礎控除前）」の総額は国民健康保険実態調査の1人当たりの金額に国民健康保険事業年報に基づく被保険者数を乗じて計算している。

　　　５．共済組合の総額については、年度末の標準報酬月額総額（換算額）を12倍したものであり、１人当たりについては年度末におけるものである。

　　　６．「年度累計標準報酬」の括弧内は、標準報酬月額総額に標準賞与額総額を加えた標準報酬総額である。

　　　　　また、「被保険者１人当たり標準報酬月額」の括弧内は、被保険者１人当たり標準報酬総額（年額）である。

　　　７．後期高齢者医療制度の「年度累計及び被保険者１人当たり前年所得（基礎控除前）」は後期高齢者医療制度被保険者実態調査によるものであり、所得不詳を除いた数字である。
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