
-183-１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）

(使)  

 1 一般管理費 34,820 47,813 △12,993 300 12,826  2 給料 8,487 職員人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,611

(繰) 　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,487

17,194  3 職員手当等 5,477 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,477

(諸) 　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,604

4,500  4 共済費 2,604 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　43

一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,209

 9 旅費 15 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 983

11 需用費 983 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,066

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,493

12 役務費 2,066 　　　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

13 委託料 10,493 　　　国保情報データベースシステム保守業務委託料

　　　国保情報デ－タベ－スシステム改修業務委託料

19 負担金、補 4,695 　　　診療報酬明細書点検業務委託料

助及び交付 　　　岩手県国民健康保険団体連合会共同電算業務委託料

金 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 4,652

　　　岩手県国民健康保険団体連合会負担金　　　　 4,652

計 34,820 47,813 △12,993 21,994 12,826



184--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 5,437 3,701 1,736 5,437  9 旅費 39 徴税費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,437

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39

11 需用費 384 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 384

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,300

12 役務費 1,300 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,590

　　　国民健康保険事業電算処理業務委託料

13 委託料 2,590 　　　市税コンビニエンスストア収納代行業務委託料

　　　市税納付書作成及び封入封緘業務委託料

14 使用料及び 1,099 　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　 1,099

賃借料 　公課費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25

27 公課費 25

計 5,437 3,701 1,736 5,437

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 417 418 △1 417  1 報酬 382 　　　

　　

 9 旅費 21 　　

　　

11 需用費 6 運営協議会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 417

　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 382

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6



-185-１款  総務費 ２款  保険給付費

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）

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　 8

19 負担金、補 8 　　　岩手県国保運営協議会負担金　　　　　　　　　　 8

助及び交付

金

計 417 418 △1 417

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 1,968,900 1,921,523 47,377 540,500 110,117 264,203 19 負担金、補 1,968,900 一般被保険者療養給付費　　　　　　　　　　　 1,968,900

療養給付費 (県) (前期) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　 1,968,900

119,380 883,476 金 　　　一般被保険者療養給付費　　　　　　　　 1,968,900

(繰)

49,124

(諸)

2,100

(療養)

 2 退職被保険者 123,928 137,823 △13,895 123,928 19 負担金、補 123,928 退職被保険者等療養給付費　　　　　　　　　　　 123,928

等療養給付費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 123,928

金 　　　退職被保険者等療養給付費　　　　　　　　 123,928

(国) (前期)  

 3 一般被保険者 7,319 5,596 1,723 1,644 2,296 2,839 19 負担金、補 7,319 　　　　

療養費 (県) 助及び交付 　　　　　

540 金 一般被保険者療養費　　　　　　　　　　　　　　　 7,319

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 7,319

　　　一般被保険者療養費　　　　　　　　　　　　 7,319



186--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）

(療養)

 4 退職被保険者 408 469 △61 408 19 負担金、補 408 退職被保険者等療養費　　　　　　　　　　　　　　　 408

等療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 408

金 　　　退職被保険者等療養費　　　　　　　　　　　　 408

 

 5 審査支払手数 7,200 7,500 △300 7,200 13 委託料 7,200 請求明細書審査委託料　　　　　　　　　　　　　　 7,200

料 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,200

　　　診療報酬請求明細書審査委託料

計 2,107,755 2,072,911 34,844 662,064 1,171,449 274,242

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 293,749 294,052 △303 82,172 124,579 70,139 19 負担金、補 293,749 一般被保険者高額療養費　　　　　　　　　　　　 293,749

高額療養費 (県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 293,749

16,859 金 　　　一般被保険者高額療養費　　　　　　　　　 293,749

(療養)

 2 退職被保険者 34,974 30,677 4,297 34,974 19 負担金、補 34,974 退職被保険者等高額療養費　　　　　　　　　　　　34,974

等高額療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　34,974

金 　　　退職被保険者等高額療養費　　　　　　　　　34,974

(国) (前期)  

 3 一般被保険者 150 150 0 53 27 56 19 負担金、補 150 　　

高額介護合算 (県) 助及び交付 　　

療養費 14 金 一般被保険者高額介護合算療養費　　　　　　　　　　 150

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 150

　　　一般被保険者高額介護合算療養費　　　　　　　 150



-187-２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）

(療養)

 4 退職被保険者 50 100 △50 47 19 負担金、補 50 退職被保険者等高額介護合算療養費　　　　　　　　　　50

等高額介護合 (諸) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　50

算療養費 3 金 　　　退職被保険者等高額介護合算療養費　　　　　　　50

計 328,923 324,979 3,944 99,098 159,630 70,195

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 50 100 △50 50 19 負担金、補 50 一般被保険者移送費　　　　　　　　　　　　　　　　　50

移送費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　50

金 　　　一般被保険者移送費　　　　　　　　　　　　　　50

 

 2 退職被保険者 50 100 △50 50 19 負担金、補 50 退職被保険者等移送費　　　　　　　　　　　　　　　　50

等移送費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　50

金 　　　退職被保険者等移送費　　　　　　　　　　　　　50

計 100 200 △100 100



188--２款  保険給付費

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 6,300 8,400 △2,100 4,200 2,100 19 負担金、補 6,300 出産育児一時金　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,300

金 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 6,300

金 　　　出産育児一時金　　　　　　　　　　　　　　 6,300

 

 2 支払手数料 4 5 △1 4 13 委託料 4 出産育児一時金支払手数料　　　　　　　　　　　　　　 4

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4

　　　出産育児一時金支払委託料

計 6,304 8,405 △2,101 4,200 2,104

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 1,800 2,100 △300 1,800 19 負担金、補 1,800 葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,800

助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 1,800

金 　　　葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,800

計 1,800 2,100 △300 1,800



-189-３款  後期高齢者支援金等 ４款  前期高齢者納付金等

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 381,205 397,637 △16,432 147,586 35,687 166,073 19 負担金、補 381,205 後期高齢者支援金　　　　　　　　　　　　　　　 381,205

援金 (県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 381,205

31,859 金 　　　後期高齢者支援金　　　　　　　　　　　　 381,205

 

 2 後期高齢者関 30 29 1 30 19 負担金、補 30 後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 　　　後期高齢者関係事務費拠出金　　　　　　　　　　27

　　　病床転換助成関係事務費拠出金　　　　　　　　　 3

計 381,235 397,666 △16,431 179,445 35,687 166,103

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 149 154 △5 149 19 負担金、補 149 前期高齢者納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　 149

付金 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 149

金 　　　前期高齢者納付金　　　　　　　　　　　　　　 149

 

 2 前期高齢者関 28 30 △2 28 19 負担金、補 28 前期高齢者関係事務費拠出金　　　　　　　　　　　　　28

係事務費拠出 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　28

金 金 　　　前期高齢者関係事務費拠出金　　　　　　　　　　28

計 177 184 △7 177



190--５款  老人保健拠出金 ６款  介護納付金 ７款  共同事業拠出金

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 21 0 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 21 0 21

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 179,745 180,179 △434 73,694 89,875 19 負担金、補 179,745 介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 179,745

(県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 179,745

16,176 金 　　　介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　 179,745

計 179,745 180,179 △434 89,870 89,875

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 85,437 84,509 928 21,359 8,548 34,171 19 負担金、補 85,437 　　

同事業医療費 (県) 助及び交付 　

拠出金 21,359 金 　

　

高額医療費共同事業医療費拠出金　　　　　　　　　85,437

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　85,437

　　　高額医療費共同事業医療費拠出金　　　　　　85,437



-191-７款  共同事業拠出金 ８款  保健事業費

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）

(共同)  

 2 保険財政共同 816,801 794,443 22,358 749,400 67,401 19 負担金、補 816,801 保険財政共同安定化事業拠出金　　　　　　　　　 816,801

安定化事業拠 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 816,801

出金 金 　　　保険財政共同安定化事業拠出金　　　　　　 816,801

計 902,238 878,952 23,286 42,718 757,948 101,572

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) (繰)

 1 特定健康診査 34,878 34,021 857 5,871 21,561  8 報償費 106 特定健康診査等事業費　　　　　　　　　　　　　　34,878

等事業費 (県) (諸) 　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 106

5,871 1,575  9 旅費 108 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 574

11 需用費 574 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,169

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,864

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 32,864 　　　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 34,878 34,021 857 11,742 23,136



192--８款  保健事業費 ９款  基金積立金

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）

(繰)

 1 保健衛生普及 5,606 5,777 △171 5,606  8 報償費 36 母子保健衛生普及費　　　　　　　　　　　　　　　　 695

費 　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36

 9 旅費 259 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 659

保健衛生普及費　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,911

11 需用費 792 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 259

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133

12 役務費 30 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30

　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　 507

14 使用料及び 507 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 3,982

賃借料 　　　基本健康診査負担金　　　　　　　　　　　　　　70

　　　各種検診負担金　　　　　　　　　　　　　　 2,900

19 負担金、補 3,982 　　　人間ドック補助金国保会計負担金　　　　　　 1,000

助及び交付 　　　国保中央研修会負担金　　　　　　　　　　　　　12

金

計 5,606 5,777 △171 5,606

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



-193-10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）

 

 1 一般被保険者 5,000 3,500 1,500 5,000 23 償還金、利 5,000 一般被保険者保険税過誤納金還付金　　　　　　　　 5,000

保険税還付金 子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　 5,000

料

 

 2 退職被保険者 100 100 0 100 23 償還金、利 100 退職被保険者等保険税過誤納金還付金　　　　　　　　 100

等保険税還付 子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　　 100

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 150 150 0 150 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 5,261 3,761 1,500 5,261



194--10款  諸支出金 11款  予備費

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 8,220 5,295 2,925 8,220 28 繰出金 8,220 直営診療施設勘定繰出金　　　　　　　　　　　　　 8,220

勘定繰出金 　繰出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,220

計 8,220 5,295 2,925 8,220

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


