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                    埼玉社保協 正誤表 2019 年 9 月 17 日現在 

ご連絡 

資料集発行後、追加・訂正がありました。お詫びいたします。 

合計数などについても訂正になりますのでご確認、変更をお願いします。 

 

資料集 P９  １，国保制度 ⑭2019 年度 保険税率等 

【表下 平均欄】  (1)国保医療分 賦課限度額  空欄 → ５８万円 

  【表下 平均欄】  (3)介護保険分 賦課限度額  空欄 → １６万円 

資料集 P１０  １，国保制度 ⑮年間で支払う国保税額 

  １ 川口市 ２人世帯総所得１００万円 （誤）１２５，３００円(12.5%) →（正） １５５，３００円（１５．５％） 

       【表下 平均欄】 ２人世帯 所得１００万円  誤 １３７，８３８円(13.8%) → (正）１３８，３１４円(１３．８%) 

３８所沢市 ４人世帯 所得３００万円 (誤) ４００，８００（所得に占める割合１３．４%）→ (正) ４４０，８００（１４．７％）  

       【表下 平均欄】 ４人世帯 所得３００万円 誤 ４２４，３５２円(１４．１%) → (正）４２４，９８７円(１４．２%) 

資料集 P13  １，国保制度 ⑰一般会計から国保会計への法定外繰り入れ 

９ふじみ野市 一世帯当たりの法定外繰入額 2017 年度予算 

(誤) 488,000 円→（正）48,800 円   【表下の平均欄】 （誤）35,304 円 → （正）28,332 円 

資料集 P１５  ２，障害者医療費および子ども医療費助成 

【表下 集計欄】 ②子ども医療費 (2)受給要件 所得制限の有無 合計 （誤） １ → （正） ０ 

52 熊谷市①重度心身障害者医療の公費負担制度 

県基準の所得制限 2019 年度内「実施」 （誤）空欄 → （正）○  【表下合計欄】(誤)５1→(正)５２ 

入院時食事代補助の「一部補助」 （誤）空欄 → （正）○  【表下合計欄】 (誤)１５→(正)１６ 

資料集 P１８ 介護保険制度 ②１号 保険料の 金額 円（月額 ） 

26 坂戸市 第一段階 保険料 （誤）2,070 円 →（正）1,725 円 

基準額の何倍    （誤）0.45   →（正）0.375 

資料集 P２１  ４，介護保険制度 ⑦要介護認定更新の区分変更の結果について 

 １川口市 前回より軽度に判定 2018 年度  (誤) 1,479 → (正) １，４７８  【表下 合計欄】(誤)255,77→(正)25,576 

         前回と変わらない  2018 年度  (誤)4,942 → (正)４，９４３ 【表下 合計欄】(誤)81，891→(正)81,892 

資料集Ｐ２３ 介護保険制度  

  36 ときがわ町 ⑩特養ホーム入所待機者  (誤)０→ (正）１４   うち要介護１・２ (誤)０→(正)１ 

資料集 P２４  ４，介護保険制度 ⑬介護予防・日常型生活支援総合事業の実施状況 

１川口市 現行相当サービス事業所数     (誤)104 → (正) １０７  【表下 合計欄】(誤)1,403→(正)1,406 

       緩和した基準サービス【訪問型Ａ】  (誤)33 → (正) ３４  【表下 合計欄】(誤)295→(正)296 

資料集 P２６ ５．障害福祉 

38 所沢市 ①身体障害者手帳交付数   （誤）8,556→ （正）8,528  【表下 合計欄】(誤)202,992→(正)202,964 

③知的障害者療育手帳交付数 （誤）3,110→ （正）2,140  【表下 合計欄】(誤)49,052→(正)48,082 

資料集 P３５   ６、子育て支援  

 18 さいたま市 全て回答が無記名カ所のため（正）のみ記載 

 ⑥認可保育所入所申込み児童数 （正）9,219 人  【表下合計欄】(誤)48,300→ (正)57,519 

不承諾通知送付児童数 （正）２、０３７人   【表下合計欄】(誤)6,773 → (正)8,810  

       ⑦受け入れ児童の増減数  

公立保育所 （正）４人増              【表下 合計欄】 (誤)６８１→（正）685 人増 

公設民営保育所 （正）０  
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民間認可保育所 (誤)０→（正）１，２５８人増  【表下 合計欄】 (誤)2,122人増→（正）３，３８０人増 

認定こども園 (誤)０→ （正）４１人増      【表下 合計欄】 (誤)3,049 人増→（正）３，０９０人増 

地域型保育事業 109 人増            【表下 合計欄】 (誤)９０１人増→（正）１，０１０人増 

資料集 P３６   ６、子育て支援 ⑧障害児を受け入れる保育施設 

 53 本庄市 公立保育所     （誤）０人 → （正） ５人   （誤） ６カ所 → （正）２カ所  

                      【表下 合計欄】(誤)1,471 人→(正)1,476 人 （誤）３３６カ所→（正）３３２カ所 

民間認可保育所  （誤）０人 → （正）１５人   （誤）１０カ所 → （正）６カ所 

 【表下 合計欄】(誤)４１１人→(正)４２６人   （誤）２６３カ所→（正）２５９カ所 

認定こども園     （誤）２人 → (正) ３人   （誤） ０カ所 → （正）２カ所 

   【表下 合計欄】 (誤)６６人→(正)６７人   （誤）３２カ所→（正）３４カ所 

資料集 P３４ ６，子育て支援 ⑤その他の保育施設の数と定数 

26 坂戸市     ⑤幼稚園 数（カ所）2018 年 9   2019 年 8  

定数（人） 2018 年 2,505 2019 年 2,100 

資料集 P６ １、国保制度 ⑤滞納世帯数 ⑥滞納世帯率 ⑦滞納世帯数 

8 富士見市  ⑤滞納世帯数   （誤）4,446 →（正）1,547 

8 富士見市  ⑥滞納世帯率   （誤）29.1％ →（正）10.1％ 

8 富士見市  ⑦滞納世帯数   100 万円未満（誤）1,812→（正）1,133 

       200 万円未満（誤）870 →（正）233 

       300 万円未満（誤）411 →（正）110 

       300 万円以上（誤）334 →（正）71 

資料集 P４０ ７、生活保護 ③窓口相談件数 

 8 富士見市 2017 年度（誤）325→（正）474 

          2018 年度（誤）368→（正）550 

 

 


