
-189-１款  総務費

３　歳　　　出
１款  総務費  １項  総務管理費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(国) (使)

 1 一般管理費 47,813 43,664 4,149 2,272 300 19,316  2 給料 10,631

(繰)

21,425  3 職員手当等 6,622

(諸)

4,500  4 共済費 3,532

 9 旅費 62

11 需用費 1,206

12 役務費 2,454

13 委託料 18,480

19 負担金、補 4,826

助及び交付

金

職員人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,843

　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,631

　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,622

　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,532

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　58

一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,970

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,206

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,454

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,480

　　　国民健康保険電算処理業務委託料

　　　新・保険者事務共同データ作成業務委託料

　　　国保情報データベースシステム保守業務委託料

　　　診療報酬明細書点検業務委託料

　　　岩手県国民健康保険団体連合会共同電算業務委託料

　　　国民健康保険システム改修業務委託料

　　　国保情報デ－タベ－スシステム改修業務委託料

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 4,768

　　　岩手県国民健康保険団体連合会負担金　　　　 4,758

　　　国保岩手中部地区協議会負担金　　　　　　　　　10

計 47,813 43,664 4,149 2,272 26,225 19,316



190--１款  総務費

１款  総務費   ２項  徴税費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 徴税費 3,701 4,152 △451 3,701  9 旅費 39 徴税費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,701

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39

11 需用費 900 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 900

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,325

12 役務費 1,325 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 639

　　　国民健康保険事業電算処理業務委託料

13 委託料 639 　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　 798

14 使用料及び 798

賃借料

計 3,701 4,152 △451 3,701

１款  総務費   ３項  運営協議会費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(繰)

 1 運営協議会費 418 414 4 418  1 報酬 382 運営協議会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 418

　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 382

 9 旅費 21 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6

11 需用費 6 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　 9

　　　岩手県国保運営協議会負担金　　　　　　　　　　 9

19 負担金、補 9

助及び交付

金

計 418 414 4 418



-191-２款  保険給付費

２款  保険給付費   １項  療養諸費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(国) (共同)  

 1 一般被保険者 1,921,523 1,842,444 79,079 592,424 99,353 365,688 19 負担金、補 1,921,523 一般被保険者療養給付費　　　　　　　　　　　 1,921,523

療養給付費 (県) (前期) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　 1,921,523

111,640 750,318 金 　　　一般被保険者療養給付費　　　　　　　　 1,921,523

(諸)

2,100

(療養)

 2 退職被保険者 137,823 199,993 △62,170 137,823 19 負担金、補 137,823 退職被保険者等療養給付費　　　　　　　　　　　 137,823

等療養給付費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 137,823

金 　　　退職被保険者等療養給付費　　　　　　　　 137,823

(国) (前期)  

 3 一般被保険者 5,596 8,679 △3,083 1,838 1,955 1,298 19 負担金、補 5,596 一般被保険者療養費　　　　　　　　　　　　　　　 5,596

療養費 (県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 5,596

505 金 　　　一般被保険者療養費　　　　　　　　　　　　 5,596

(療養)

 4 退職被保険者 469 642 △173 469 19 負担金、補 469 退職被保険者等療養費　　　　　　　　　　　　　　　 469

等療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 469

金 　　　退職被保険者等療養費　　　　　　　　　　　　 469

 

 5 審査支払手数 7,500 5,000 2,500 7,500 13 委託料 7,500 請求明細書審査委託料　　　　　　　　　　　　　　 7,500

料 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,500

　　　診療報酬請求明細書審査委託料

計 2,072,911 2,056,758 16,153 706,407 992,018 374,486



192--２款  保険給付費

２款  保険給付費   ２項  高額療養費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(国) (前期)  

 1 一般被保険者 294,052 262,249 31,803 89,831 105,971 82,484 19 負担金、補 294,052 一般被保険者高額療養費　　　　　　　　　　　　 294,052

高額療養費 (県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 294,052

15,766 金 　　　一般被保険者高額療養費　　　　　　　　　 294,052

(療養)

 2 退職被保険者 30,677 31,349 △672 30,677 19 負担金、補 30,677 退職被保険者等高額療養費　　　　　　　　　　　　30,677

等高額療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　30,677

金 　　　退職被保険者等高額療養費　　　　　　　　　30,677

(国) (前期)  

 3 一般被保険者 150 150 0 48 57 32 19 負担金、補 150 一般被保険者高額介護合算療養費　　　　　　　　　　 150

高額介護合算 (県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 150

療養費 13 金 　　　一般被保険者高額介護合算療養費　　　　　　　 150

(療養)

 4 退職被保険者 100 100 0 97 19 負担金、補 100 退職被保険者等高額介護合算療養費　　　　　　　　　 100

等高額介護合 (諸) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 100

算療養費 3 金 　　　退職被保険者等高額介護合算療養費　　　　　　 100

計 324,979 293,848 31,131 105,658 136,805 82,516

２款  保険給付費   ３項  移送費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 一般被保険者 100 100 0 100 19 負担金、補 100 一般被保険者移送費　　　　　　　　　　　　　　　　 100

移送費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 100

金 　　　一般被保険者移送費　　　　　　　　　　　　　 100

　　

　　　　　



-193-２款  保険給付費

２款  保険給付費   ３項  移送費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 2 退職被保険者 100 100 0 100 19 負担金、補 100 退職被保険者等移送費　　　　　　　　　　　　　　　 100

等移送費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 100

金 　　　退職被保険者等移送費　　　　　　　　　　　　 100

計 200 200 0 200

２款  保険給付費   ４項  出産育児諸費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(繰)  

 1 出産育児一時 8,400 10,500 △2,100 5,600 2,800 19 負担金、補 8,400 出産育児一時金　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,400

金 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 8,400

金 　　　出産育児一時金　　　　　　　　　　　　　　 8,400

 

 2 支払手数料 5 6 △1 5 13 委託料 5 出産育児一時金支払手数料　　　　　　　　　　　　　　 5

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5

　　　出産育児一時金支払委託料

計 8,405 10,506 △2,101 5,600 2,805



194--２款  保険給付費 ３款  後期高齢者支援金等

２款  保険給付費   ５項  葬祭諸費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 葬祭費 2,100 2,100 0 2,100 19 負担金、補 2,100 葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,100

助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 2,100

金 　　　葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,100

計 2,100 2,100 0 2,100

３款  後期高齢者支援金等   １項  後期高齢者支援金等

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(国) (療養)  

 1 後期高齢者支 397,637 410,846 △13,209 151,423 35,636 178,056 19 負担金、補 397,637 後期高齢者支援金　　　　　　　　　　　　　　　 397,637

援金 (県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 397,637

32,522 金 　　　後期高齢者支援金　　　　　　　　　　　　 397,637

 

 2 後期高齢者関 29 50 △21 29 19 負担金、補 29 後期高齢者関係事務費拠出金　　　　　　　　　　　　　29

係事務費拠出 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　29

金 金 　　　後期高齢者関係事務費拠出金　　　　　　　　　　29

計 397,666 410,896 △13,230 183,945 35,636 178,085



-195-４款  前期高齢者納付金等 ５款  老人保健拠出金

４款  前期高齢者納付金等   １項  前期高齢者納付金等

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 前期高齢者納 154 250 △96 154 19 負担金、補 154 前期高齢者納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　 154

付金 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 154

金 　　　前期高齢者納付金　　　　　　　　　　　　　　 154

 

 2 前期高齢者関 30 50 △20 30 19 負担金、補 30 前期高齢者関係事務費拠出金　　　　　　　　　　　　　30

係事務費拠出 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　30

金 金 　　　前期高齢者関係事務費拠出金　　　　　　　　　　30

計 184 300 △116 184

５款  老人保健拠出金   １項  老人保健拠出金

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 事務費拠出金 21 30 △9 21 19 負担金、補 21 老人保健事務費拠出金　　　　　　　　　　　　　　　　21

助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　21

金 　　　老人保健事務費拠出金　　　　　　　　　　　　　21

計 21 30 △9 21



196--６款  介護納付金 ７款  共同事業拠出金

６款  介護納付金   １項  介護納付金

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(国)  

 1 介護納付金 180,179 210,604 △30,425 73,873 90,090 19 負担金、補 180,179 介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 180,179

(県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 180,179

16,216 金 　　　介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　 180,179

計 180,179 210,604 △30,425 90,089 90,090

７款  共同事業拠出金   １項  共同事業拠出金

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(国) (共同)  

 1 高額医療費共 84,509 79,365 5,144 21,127 8,455 33,800 19 負担金、補 84,509 高額医療費共同事業医療費拠出金　　　　　　　　　84,509

同事業医療費 (県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　84,509

拠出金 21,127 金 　　　高額医療費共同事業医療費拠出金　　　　　　84,509

(共同)  

 2 保険財政共同 794,443 361,635 432,808 728,887 65,556 19 負担金、補 794,443 保険財政共同安定化事業拠出金　　　　　　　　　 794,443

安定化事業拠 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 794,443

出金 金 　　　保険財政共同安定化事業拠出金　　　　　　 794,443

計 878,952 441,000 437,952 42,254 737,342 99,356



-197-８款  保健事業費

８款  保健事業費   １項  特定健康診査等事業費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(国) (諸)  

 1 特定健康診査 34,021 39,599 △5,578 6,069 1,500 20,383  8 報償費 148 特定健康診査等事業費　　　　　　　　　　　　　　34,021

等事業費 (県) 　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 148

6,069  9 旅費 90 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 585

11 需用費 585 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,169

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,972

12 役務費 1,169 　　　特定健康診査業務委託料

　　　特定保健指導業務委託料

13 委託料 31,972 　　　特定健康診査受診券等作成業務委託料

　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　　57

14 使用料及び 57

賃借料

計 34,021 39,599 △5,578 12,138 1,500 20,383

８款  保健事業費   ２項  保健事業費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 保健衛生普及 5,777 5,353 424 5,777  8 報償費 36 母子保健衛生普及費　　　　　　　　　　　　　　　　 697

費 　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36

 9 旅費 168 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 661

保健衛生普及費　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,080

11 需用費 805 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 168

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 144

12 役務費 40 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40

　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　 752



198--８款  保健事業費 ９款  基金積立金 10款  諸支出金

８款  保健事業費   ２項  保健事業費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 3,976

14 使用料及び 752 　　　基本健康診査負担金　　　　　　　　　　　　　　70

賃借料 　　　各種検診負担金　　　　　　　　　　　　　　 2,900

　　　人間ドック補助金国保会計負担金　　　　　　 1,000

19 負担金、補 3,976 　　　国保中央研修会負担金　　　　　　　　　　　　　 6

助及び交付

金

計 5,777 5,353 424 5,777

９款  基金積立金   １項  基金積立金

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 財政調整基金 1 1 0 1 25 積立金 1 財政調整基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

積立金 　積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

計 1 1 0 1

10款  諸支出金   １項  償還金及び還付加算金

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 一般被保険者 3,500 3,500 0 3,500 23 償還金、利 3,500 一般被保険者保険税過誤納金還付金　　　　　　　　 3,500

保険税還付金 子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　 3,500

料



-199-10款  諸支出金

10款  諸支出金   １項  償還金及び還付加算金

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 退職被保険者等保険税過誤納金還付金　　　　　　　　 100

 2 退職被保険者 100 100 0 100 23 償還金、利 100 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　　 100

等保険税還付 子及び割引

金 料

 

 3 償還金 1 1 0 1 23 償還金、利 1 国庫支出金償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　　　 1

料

 

 4 一般被保険者 150 10 140 150 23 償還金、利 150 一般被保険者還付加算金　　　　　　　　　　　　　　 150

還付加算金 子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　　 150

料

 

 5 退職被保険者 10 10 0 10 23 償還金、利 10 退職被保険者等還付加算金　　　　　　　　　　　　　　10

等還付加算金 子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　　　10

料

計 3,761 3,621 140 3,761

10款  諸支出金   ２項  繰出金

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(国)

 1 直営診療施設 5,295 4,990 305 5,295 28 繰出金 5,295 直営診療施設勘定繰出金　　　　　　　　　　　　　 5,295

勘定繰出金 　繰出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,295

計 5,295 4,990 305 5,295



200--11款  予備費

11款  予備費   １項  予備費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 予備費 5,000 5,000 0 5,000 予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000

計 5,000 5,000 0 5,000


