
平　成　28　年　度

国　民　健　康　保　険　特　別　会　計

予　算　に　関　す　る　説　明　書

(第2号)

岩　手　県　遠　野　市



遠野市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算事項別明細書　(第2号)
1　総　　　　括

(歳　　　入)

(単位:千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ予算額 侏ｸﾇb�
予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 

1 俛�j�(ﾔ饐ｸﾊ��R�544,184 ��2�"�△1,100 鉄C2ﾃ�ィ�13.6 

2 俶yw�{��-�詹�I{��300 �����0 �3���0.0 

3 俛�ﾌ倡因���886,350 �#�絣�△4,489 塔��ﾃツ��22.2 

4 處9wｸｸｹWIN�9佰�WHｾ��195,044 釘縒�△63,261 ��3�縱�2�3.3 

5 ���ｨﾘ)~竟(ﾏ�WHｾ��1,010,378 �#B絣�1,036 ��ﾃ���ﾃC�B�25.4 

6 侈x辷�ｾ��217,309 迭�2�△36,067 ����ﾃ#C"�4.6 

7 仄I:�hｼhﾏ�WHｾ��902,236 �#�繧�△5,262 塔澱ﾃ都B�22.5 

8 俥�蝌�?ﾂ�1 �����302 �3�2�0.0 

9 估ｩ?ﾈｾ��261,001 澱�2�△38,192 �##"ﾃ����5.6 

10 估ｨ葎ｾ��105,094 �"絣�0 ���Rﾃ�釘�2.6 

ll 傚H�?ﾂ�8,180 ���"�0 唐ﾃ����0.2 

歳入合計 �4,130,077 �������△147,033 �2ﾃ塔2ﾃ�CB�100.0 
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(歳　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ 予算額 侏ｸﾇb�竸)�9uﾈ螽ｧｨ,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 
国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1 ��ﾙk�N��40,674 �����382 鼎�ﾃ�Sb�1.0 鉄s"� 免ﾂﾃ塔B�△12,174 

2 兢ｸﾊ�ｹWIN��2,539,134 田�絣�△50,797 �"ﾃCモﾃ33r�62.5 ��c�� ��#C津ンR�△1,063 

3 佩8ｯｨﾘ)~竟(辷�ｾ�9��381,487 湯�"�△1,426 �3��ﾃ�c��9.5 澱ﾃsS�� ��△8,176 

LI ���ｨﾘ)~竟)EｹWHｾ�9��263 �����0 �#c2�0.0 �� �� 

5 刔i�ﾉ]ｸﾉ(ｹ(�ｾ��21 �����0 �#��0.0 �� �� 

6 �靜ﾉEｹWHｾ��179,745 釘紕�△20,181 ��S津ScB�4.0 釘ﾃC�B� ��△24,585 

7 仄I:�hｼhｹ(�ｾ��923,243 �#"紕�△71,056 塔S"ﾃ�ビ�21.4 ��#づ33"� ��#Rﾃ#c"�△57,462 

8 兢ｸﾉ(馼ｼiN��42,205 �����△4,177 �3づ�#��1,0 ��##�"� ��#2ﾃ都R� 

9 舒霎���xｾ��1 �����303 �3�B�0.0 �� ��303 

10 傚H辷�ｾ��18,304 ��紕�△81 ��づ##2�0.5 ��##3�� ��S�� 

ll 冰ﾉOYN��5,000 �����0 迭�����0.1 �� �� 

歳出合計 �4,130,077 �������△147,033 �2ﾃ塔2ﾃ�CB�100.0 �2ﾃ�#"� ��#Cbﾃ涛��△103,157 
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2　歳　　　入

1款　国民健康保険税　1項　国民健康保険税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1-般被保険者国 鉄�rﾃs3��1,600 鉄�津33��1現年度分 ��ﾃc���医療費給付費分現年課税分の増2,000(計361.917) 

民健康保険税 劔剏繩厓ｗ諶ﾒ支援金分現年課税分の増300(計87,823) 介韓納付金分現年課税分の減△700(計42,922) (%計492.662) 

2退職被保険者等 �#bﾃCCR�△2,700 �#2縱CR�1現年度分 ��#"ﾃs���医療給付費分現年課税分の減△1,500(計14,230) 

国民健康保険税 劔剏繩厓ｗ諶ﾒ支援金分現年課税分の減△300(計3,557) 介護納付金分現年課税分の減△900(計4,049) (合計21,836) 

計 鉄CBﾃ�ィ�△1,100 鉄C2ﾃ�ィ� �� 

3款　国庫支出金　1項　国庫負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

2高額医療費共同 �#bﾃc���△4,166 �#"ﾃCCB�1高額医療費共同 ��#Bﾃ�cb�高額医療費共同事業負担金の滅 

事業負担金 劔�(合計22,444) 

3特定健康診査等 迭ﾃピ��△101 迭ﾃss��1特定健康診査等 ��#����特定健康診査等負担金の減 

負担金 劔�(合計5,770) 

計 鉄s�ﾃ��b�△4,267 鉄cbﾃs3�� �� 

3款　国庫支出金　　2項　国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

冒 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1財政調整交付金 �3�Rﾃ3CB�△821 �3�BﾃS#2�1財政調整交付金 ��#�#��普通調整交付金(医療)の減△82,453(計121,857) 普通調整交付金(後期)の増17,748(計52,056) 普通調整交付金(介護)の増8,671(計24,847) 特別調整交付金(医療)の増55,444(計107,774) 特別調整交付金(-き地診療所)の減△175(計5,535) 特別調整交付金(健康管理事業)の減△56(計2,454) (合計314,523) 

1款　国民健康保険税　3款　国庫支出金　　-　　3-



3款　国庫支出金　4款　療養給付費等交付金　5款　前期高齢者交付金　6款　県支出金　　-　　4-

3款　国庫支出金　　2項　国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

2国保制度関係業 ���572 鉄s"�1国保制度関係業 鉄s"�国保事業費納付金等算定標準システム連携用データ作成委託補助金 

務準備事業費補 助金 劔務事業 �(合計572) 

3災害鯨時特例補 ���27 �#r�1災害臨時特例補 �#r�災害臨時特例補助金 

助金 劔助金 �(合計27) 

計 �3�Rﾃ3CB�△222 �3�Rﾃ�#"� �� 

4款　療養給付費等交付金　1項　療養給付費等交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目､ 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1療養給付費等交 ��迭ﾃ�CB�△63,261 ��3�ﾃs�2�1現年度分 ��#c2ﾃ#c��療養給付費等交付金の減 

付金 劔�(合計131,782) 

計 ��迭ﾃ�CB�△63,261 ��3�ﾃs�2� �� 

5款　前期高齢者交付金　1項　前期高齢者交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1前期高齢者交付 ��ﾃ���ﾃ3s��1,036 ��ﾃ���ﾃC�B�1現年度分 ��ﾃ�3b�前期高齢者交付金の増 

金 劔�(合計1,011,414) 

計 ��ﾃ���ﾃ3s��1,036 ��ﾃ���ﾃC�B� �� 

6款　県支出金　1項　県負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢��補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1高額医療費共同 �#b緜���△4,166 �#"紊CB�1高額医療費共同 ��#Bﾃ�cb�高額医療費共同事業負担金の減 

幸美負担金 劔�(合計22,444) 

2特定健康診査等 迭繝s��△101 迭縱s��1特定健康診査等 ��#����特定健康診査等負担金の減 

負担金 劔�(合計5,770) 

計 �3"ﾃC���△4,267 �#ゅ#�B� �� 



6款　県支出金　　2項　県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1財政調整交付金 ��ィﾃ�#��△31,800 ��S2ﾃ�#��1財政調整交付金 ��#3�ﾃ����普通調整交付金(医療)の減△23,747(計79,676) 普通調整交付金(後期)の減△10,998(計20,861) 普通調整交付金(介護)の減△4,267(計11,909) 特別調整交付金(医療)の増7,212(計40,582) (9-*153.028) 

計 ��ィﾃ�#��△31,800 ��S2��#�� �� 

7款　共同事業交付金　1項　共同事業交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1高額医療費共同 塔RﾃC3b�4,341 塔津ssr�1高額医療費共同 釘ﾃ3C��高額医療費共同事業交付金の増 

事業交付金 劔�(合計89,777) 

2保険財政共同安 塔�bﾃ����△9,603 塔�rﾃ�途�1保険財政共同安 ��#津c�2�保険財政共同安定化事業交付金の減 

定化事業交付金 劔定化 �(合計807,197) 

計 涛�"ﾃ#3b�△5,262 塔澱纉sB� �� 

8款　財産収入　1項　財産運用収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1利子及び配当金 ���302 �3�2�1基金利子 �3�"�基金等利子の増 (合計303) 

計 ���302 �3�2� �� 

9款　繰入金　1項　他会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1-般会計繰入金 ��sづ�cb�35,059 �#�2�##R�1保険基盤安定繰 ��#Rﾃ�3R�保険税軽減分の滅△4,763(計89,146) 

入金 剳ﾛ険者支援分の減△1,074(計52,372) (合計141,520) 

6款　県支出金　7款　共同事業交付金　8款　財産収入　9款　繰入金　　-　　5-



9款　繰入金　　-　　6-

9款　繰入金　1項　他会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

3財政安定化支援 �#づ����財政安定化支援事業繰入金の増 

事業繰入金 �(合計37,910) 

4事務費繰入金 免ﾂﾃ塔B�事務費繰入金の増 (合計29,595) 

計 ��sづ�cb�35,059 �#�2ﾃ##R� �� 

9款　繰入金　　2項　基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1財政調整基金繰 塔"ﾃ�3R�△73,251 湯ﾃSィ�1基金繰入金 ��#s2ﾃ#S��基金繰入金の減 

入金 劔�(合計9,584) 

計 塔"ﾃ�3R�△73,251 湯ﾃSィ� �� 



3　歳　　　出

1裁　総務費　1項　総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:f円)

冒 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1-般管理費 �3Bﾃ�#��382 �3Rﾃ#�"�(国) 572 ��(級) ll,984 ��#�"ﾃ�sB�2給料 �"�職員人件費の増382(計16,993) 給料2(計8,489) 職員手当等418(計5,895) 共済費△40(計2,564) 負担金､補助及び交付金2(計45) 

3職員手当等 鼎���

4共済費 ��#C��

19負担金､補 助及び交付 金 �"�

計 �3Bﾃ�#��382 �3Rﾃ#�"�572 ��ll,984 ��#�"ﾃ�sB� �� 

2款　保険給付費　1項　療養諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2退職被保険者 ��#2ﾃ�#��ASS.000 塔づ�#�� ��(療養) △35,000 ��19負担金､補 ��#3Rﾃ����退職被保険者等療養給付費の減△35.000(計88,928) 

等療養給付費 劔劔助及び交付 金 剳薗S金､補助及び交付金△35.000(計88,928) 退職被保険者等療養給付費 △35,000(計88,928) 

4退職被保険者 鼎���40 鼎C�� ��(頼巣ー 40 ��19負担金､補 鼎��退職被保険者等療養費の増40(計448) 

等療養費 劔劔助及び交付 金 剳薗S金､補助及び交付金40(計448) 退職被保険者等療養費40(計448) 

5審査支払手数 途ﾃ#���△1,500 迭ﾃs��� �� ��#�ﾃS���13委託料 ��#�ﾃS���請求明細書審査委託料の減△1.500(計5,700) 

1款　総務費　2款　保険給付費　　-　　7-



2款　保険給付費　　一　　8-

2款　保険給付費　1項　療養諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�6��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

料 �� �� �� �� ��*##Al.500(計5,700) 診療報酬請求明細書審査委託料 

計 �"ﾃ�S津�s��△36,460 �"ﾃ�#"ﾃs��� ��A34,960 ��#�ﾃS��� �� 

2款　保険給付費　　2項　高額療養費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2退職被保険者 �3Bﾃ都B�△15,000 ��津都B� ��(療養) △15,000 ��19負担金､補 ��#�Rﾃ����退職被保険者等高額療養費の滅△15,000(計19,974) 

等高額療養費 劔劔助及び交付 金 剳薗S金,補助及び交付金△15,000(計19,974) 退職被保険者等高額療養費 △15,000(計19,974) 

3一般被保険者 ��S��363 鉄�2�(国) 128 ��(前期) 65 ��3r�19負担金､補 �3c2�一般被保険者高額介護合算療養費の増363(計513) 

高額介護合算 劔(県) 劔助及び交付 剳薗S金､補助及び交付金363(計513) 

療養費 劔33 劔金 �-般被保険者高額介護合算療養費 363(計513) 

計 �3s�ﾃsS��△14,637 �3Srﾃ�#"�161 ��△14,935 ��3r� �� 



2款　保険給付費　　5項　葬祭諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財振 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1葬祭費 ��繝���300 �"ﾆﾆ�� �� �3���19負担金､補 助及び交付 金 �3���葬祭費の増300(計2,loo) 負担金､補助及び交付金300(計2,100) 葬祭費300(計2,100) 

計 ��ﾃ����300 �"ﾃ���� �� �3��� �� 

3款　後期高齢者支援金等　1項　後期高齢者支援金等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1後期高齢者支 �3��ﾃCSr�△1,426 �3��ﾃ�3��(国) 17,748 �� ��#づ�sb�19負担金､補 ��#�ﾃC#b�後期高齢者支援金の減△1,426(計380,031) 

援金 劔(県) △10,998 劔助及び交付 金 剳薗S金､補助及び交付金△1,426(計380,031) 後期高齢者支援金△1,426(計380,031) 

計 �3��ﾃCビ�△1,426 �3��ﾃ�c��6,750 �� ��#づ�sb� �� 

6款　介護納付金　1項　介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1介護納付金 ��s津sCR�△20,181 ��S津ScB�(国) 8,671 (県) △4,267 �� ��##BﾃSコ�19負担金､補 助及び交付 金 ��##�ﾃ����介護納付金の滅△20,18l(計159,564) 負担金､補助及び交付金△20,181(計159,564) 介護納付金△20,18⊥(計159,564) 

計 ��s津sCR�△20.181 ��S津ScB�4,404 �� ��##BﾃSコ� �� 

2款　保険給付費　3款　後期高齢者支援金等　6款　介護納付金　　-　　9-



7款　共同事業拠出金　8款　保健事業費　　-　10-

7款　共同事業拠出金　1項　共同事業拠出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

冒 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1高額医療費共 ���bﾃCC"�△9,394 涛rﾃ�C��(国) △4,166 ��(共同) 4,341 ��#RﾃC�2�19負担金､補 ��#津3釘�高額医療費共同事業医療費拠出金の減 

同事業医療費 劔(県) 劔助及び交付 凵｢9,394(計97,048) 

拠出金 劔△4,166 劔金 剳薗S金､補助及び交付金△9,394(計97,048) 高額医療費共同事業医療費拠山金 △9,394(計97,048) 

2保険財政共同 塔�bﾃ����△61,662 都SRﾃ�3�� ��(共同) △9,603 ��#S"ﾃ�S��19負担金､補 ��#c�ﾃcc"�保険財政共同安定化事業拠出金の減 

安定化事業拠 劔劔助及び交付 凵｢61,662(計755,139) 

出金 劔劔金 剳薗S金､槍助及び交付金△61,662(計755,139) 保険財政共同安定化事業拠出金 △61,662(計755,139) 

計 涛#2ﾃ#C2�△71,056 塔S"ﾃ�ビ�△8,332 ��△5,262 ��#SrﾃCc"� �� 

8款　保健事業費　1項　特定健康診査等事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�宿正額 佗b�補止額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ���Fr分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1特定健康診査 等事業費 �3b經湯�△3,600 �3"ﾃ涛��(国) △101 (県) △101 ��(繰) △3,398 ��13委託料 ��#2ﾃc���特定建康診査等事業費の滅△3,600(計32,999) 委託料△3,600(計29,264) 特定健康診査業務委託料 

計 �3bﾃS湯�△3,600 �3"ﾃ涛��△202 ��△3,398 �� �� 



8款　保健事業費　　2項　保健事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

l保健衛生普及 迭ﾃc�b�△577 迭ﾃ�#�� ��(繰) △577 ��19負担金､補 ��#Ssr�保健衛生普及費の減△577(計4,334) 

費 劔劔助及び交付 金 剳薗S金､補助及び交付金△577(計3,405) 各種検診負担金△477(計2,423) 人間ドック補助金国保会計負担金 △100(計900) 

計 迭緜�b�△577 迭��#�� ��△577 �� �� 

9款　基金積立金　1項　基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1財政調整基金 積立金 ���303 �3�B� �� �3�2�25積立金 �3�2�財政調整基金積立金の増303(計304) 積立金303(計304) 積立金303(計304) 

計 ���303 �3�B� �� �3�2� �� 

10款　諸支出金　1項　償還金及び還付加算金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財漁内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ���区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

3償還金 釘ﾃ�#B�150 釘ﾃ都B� ��(繰) 150 ��23償還金､利 子及び割引 料 ��S��国庫支出金償還金の増150(計4,974) 償還金,利子及び割引料150(計4,974) 

計 ���ﾃ�ィ�150 ���ﾃ#3B� ��150 �� �� 

8款　保健事業費　9款　基金積立金10款　諸支出金　　一　1卜



10款　諸支出金　　一　12-

10款　諸支出金　　2項　繰出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ����区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1直営診療施設 勘定繰出金 唐ﾃ##��△231 途ﾃ塔��(国) △231 �� ��28繰出金 ��##3��直営診療施設勘定繰出金の減△231(計7,989) 繰出金△231(計7,989) 

計 唐ﾃ##��△231 途纉ヲ�△231 �� �� �� 



1　特　別　職

給　　与　　費　　明　　細　　書

区分 剞E員数 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�報酬 从ｹ{��期末手当 亂i~)&韶�9b�その他 の手当 佗b�

(人) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

棉 正 後 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��"�382 �� �� �3�"� �3�"� 

計 ��"�382 �� �� �3�"� �3�"� 

棉 正 前 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��"�382 �� �� �3�"� �3�"� 

計 ��"�382 �� �� �3�"� �3�"� 

比 戟 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 �� �� �� �� �� 

計 �� �� �� �� �� 

給与費明細書　　-　13-



給与費明細書　　-　14-

2　　一　般　職

(1)総　括

区分 ��X什�B�給与費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9b�計 

(人) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��

補正後 �"�8,489 迭ﾃンR�14,384 �"ﾃScB�16,948 ��

補正前 �"�8,487 迭ﾃCsr�13,964 �"ﾃc�B�16,568 ��

比較 ��2 鼎���420 ��#C��380 ��

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 �,ｨｼ韶�9b�住居手当 �<�鈺ｼ駝�詹9b�時間外 勤務手当 偬�?ｩ+ﾈ詹9b�夜間勤務手当 倬�;h詹9b�休日勤務手当 

(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

補正後 �#�r�288 �� 鼎#b� �� �3"�

補正前 ����288 �� 鼎#b� �� �3"�

比較 �#�r� �� �� �� ��

区分 豫yyﾙ�X詹9b�管理職員 特別勤務手当 弍ｩih詹9b�勤勉手当 亂i~)&韶�9b�退職手当 �%��yXｹD8詹9b�初任給 調整手当 倡�,x.�詹9b�

(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

補正後 �� ��ﾃ塔"�1,245 ��#b�1,579 �� ��

補正前 �� ��ﾃ鉄��1,118 都B�1,579 �� ��

比較 �� �3"�127 鉄"� �� ��



(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢���x冷��増減事由別内訳 (千円) 剞燒ｾ 儖Xﾖﾂ�

給料 �"�給料改定に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 �"�昇給等による ��

職員手当 鼎���制度改正に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 鼎���実績による ��

給与費明細書　　-　15-



遠野市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定歳入歳出予算事項別明細書　(第2号)
1　　総　　　　括

(歳　　　入)

(単位:千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ予算額 侏ｸﾇb�

予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 

1 ��i|8�?ﾂ�115,950 都�纈�△19,653 涛bﾃ#途�65.2 

2 俶yw�{��-�詹�I{��399 ���2�0 �3湯�0.3 

3 俥�蝌�?ﾂ�1 �����0 ���0.0 

4 估ｩ?ﾈｾ��30,845 ��偵��5,671 �3bﾃS�b�24.7 

5 估ｨ葎ｾ��ll,745 途�2�0 免ﾂﾃsCR�8.0 

6 傚H�?ﾂ�2,283 ��紕�265 �"ﾃSC��1.7 

7 侈x辷�ｾ��0 �����153 ��S2�0.1 

歳入合計 �161,223 �������△13,564 ��CrﾃcS��100.0 

国民健康保険特別会計直営診療施設勘定　　-　17-



国民健康保険特別会計直営診療施設勘定　　-　18-

(歳　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ 予算額 侏ｸﾇb�竸)�9uﾈ螽ｧｨ,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 
国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1 ��ﾙk�N��113,255 都��"�△129 ���2ﾃ�#b�76,6 �� 迭ﾃcs��△5,800 

2 �8ｼiN��46,835 �#偵��△13,435 �32ﾃC���22.6 ��S2� ��△13,588 

3 倡ｹ�ﾙ�餔YN��983 ��綯�0 涛�2�0.7 �� �� 

4 冰ﾉOYN��150 �����0 ��S��0.1 �� �� 

歳出合計 �161,223 �������△13,564 ��CrﾃcS��100.0 ��S2� 迭ﾃcs��△19,388 



2　歳　　　入

1款　診療収入　1項　外来収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1国民健康保険診 �#�ﾃsc2�△3,002 ��ゅsc��1現年分 ��#2ﾃ��"�現年分(医科)の減△2,363(計7,911) 

療報酬収入 劔剏ｻ年分(歯科)の減△639(計10,848) (合計】8,759) 

2社会保険診療報 ��bﾃ�釘�△1,731 ��B茱�c2�1現年分 ��#�ﾃs8�｢�現年分(医科)の減△1,323(計4,100) 

酬収入 劔剏ｻ年分(歯科)の減△408(計10,361) (合計14,461) 

3後期高齢者診療 鼎rﾃ#s��△9,861 �3rﾃC���1現年分 ��津ツ��現年分(医科)の減△9,182(計25,621) 

報酬収入 劔剏ｻ年分(歯科)の減△679(計11.786) (合計37,407) 

4-部負担金収入 ��津3c2�△2,693 ��bﾃcs��1現年分 ��#"ﾃc�2�現年分(医科)の減△2,204(計6,588) 現年分(歯科)の減△489(計10,080) (合計1.6,668) 

5その他の診療報 �2ﾃイ��△710 �2ﾃ�3��1現年分 ��#x�｣��現年分(医科)の減△122(計782) 

酬収入 劔剏ｻ年分(歯科)の減△588(計2,354) (合計3,136) 

7その他の自由診 �2ﾃCSB�△1,117 �"ﾃ33r�1現年分 ��#�ﾃ��r�現年分(歯科)の減 

療収入 劔�(合計2,337) 

計 ���"ﾃcCb�△19,114 涛2ﾃS3"� �� 

1款　診療収入　　2項　その他の診療収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1諸検査等収入 �2ﾃ3�B�△539 �"ﾃscR�1健康診断料 ��#c32�健康診断料(医科)の減 (合計100) 

3予防接種料 涛B�予防接種料(医科)の増 (合計1,366) 

計 �2ﾃ3�B�△539 �"ﾃscR� �� 

1,a/診療収入　- 19-



4款　繰入金　6款　諸収入　7款　県支出金　　-　20-

4款　繰入金　　1項　他会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1-般会計繰入金 �#"ﾃc#R�5,902 �#づS#r�1一般会計繰入金 迭纉�"�一般会計繰入金(医科)の増.4,094(計25,444) 一般会計繰入食(歯科)の増1,808(計3,083) (合計28,527) 

2事業勘定繰入金 唐ﾃ##��△231 途ﾃ塔��】事業勘定繰入金 ��##3��事業勘定繰入金(医科)の減△175(計5,535) 事業勘定繰入金(歯科)の減△56(計2,451) (合計7,989) 

計 �3�ﾃイR�5,671 �3bﾃS�b� �� 

6款　諸収入　　1項　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1雑入 �"ﾃ#�2�265 �"ﾃSC��1雑入 �#cR�雑入(医科)の増177(計729) 雑入(歯科)の増88(計1.819) (合計2.5J)8) 

計 �"ﾃ#�2�265 �"ﾃSC�� �� 

7款　県支出金　　1項　県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

ロ 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1衛生費補助金 ���153 ��S2�1衛生費補助金 ��S2�感熟症外来協力医療機関整備補助金 (合計153) 

計 ���】53 ��S2� �� 



3　歳　　　出

1款　総務費　1項　施設管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸ鹸�その他 

1-般管理費 ����ﾃCィ�△129 ����ﾃ3SR� ��(級) 5,671 ��#Rﾃ����1報酬 ��CB�職員人件費(医科)の減△239(計49,233) 給料△8(計18,247) 職員手当等111(計24,598) 共済費△349(計6,245) 負担金､補助及び交付金7(計143) 職員人件費(歯科)の増56(計37,383) 給料36(計16,612) 職員手当等264(計15,062) 共済費△253(計5,601) 負担金､補助及び交付金9(計108) 一般管理費(医科)の増194(計16,937) 報酬144(計8,】30) 共済費20(計1,181) 貸金30(計213) -般管理費(歯科)の減△l40(計4,793) 賃金△140(計238) 

2給料 �#��

3職員手当等 �3sR�

4共済費 ��#S�"�

7賃金 ��#����

】9負担金､補 助及び交付 金 ��b�

計 ����ﾃcC"�△129 ����ﾃS�2� ��5,671 ��#Rﾃ���� �� 

2款　医業費　1項　医業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財漁内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1医療用機械器 具費 迭ﾃs3��△345 迭ﾃ3ッ� �� ��#3CR�18備品購入費 ��#3CR�医療用機械器具費(歯科)の減△345(計3,951) 備品購入費△345(計3,651) 

1款　総務費　2款　医業費　　-　21-
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2萩　医業費　　1項　医業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈ･��補正額 佗b�補正額の財酷内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ���区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2医療用消耗器 材費 �2經#"�0 �2ﾃS#"�(県) 153 �� ��#�S2� ��医療用消耗器材費(医科)財源振替 

3医薬品衛生材 料費 �#rﾃ涛��△11,554 ��bﾃC3b� �� ��#��ﾃSSB�11需用費 ��#��ﾃSSB�医療用衛生材料費(医科)の減△11,439(計16,263) 需用費△11,439(計16,263) 医療用衛生材料費(歯科)の減△115(計173) 需用赦△115(計173) 

4歯科技工費 途繝���Al.536 澱�#sB� �� ��#�ﾃS3b�13委託料 ��#�ﾃS3b�歯科技工費(歯科)の減△1,536(計6,274) 委託料△1,536(計6,264) 技工委託料 

計 鼎bﾃ�3R�△13,135 �32ﾃ����153 �� ��(�｣2ﾃSモ� �� 



給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�報酬 从ｹ{��期末手当 亂i~)&韶�9b�その他 の手当 佗b�

(人) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

捕 正 後 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 迭�10,241 �� �� ���ﾃ#B���1,485 免ﾂ縱#b� 

計 迭�10,241 �� �� ���ﾃ#C��1,485 免ﾂ縱#b� 

捕 正 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 迭�10,097 �� �� �����途�1,465 免ﾂﾃSc"� 

りり 佗b�5 ���ﾃ�途� �� ��10,097 ��ﾃCcR�ll,562 ��

比 較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��144 �� �� ��CB�20 ��cB� 

計 ��144 �� �� ��CB�20 ��cB� 
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2　　一　般　職

(1)総　括

区分 ��X什�B�給与費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9b�計 

(人) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��

補正後 唐�36,839 �3津cc��76,499 免ﾂﾃイb�88.345 ��

補正前 唐�36,811 �3偵$#R�76,096 ��"ﾃCC��88,544 ��

比較 ��28 �3sR�403 ��#c�"�△199 ��

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 �,ｨｼ韶�9b�住居手当 �<�鈺ｼ駝�詹9b�時間外 勤務手当 偬�?ｩ+ﾈ詹9b�夜間勤務手当 倬�;h詹9b�休日勤務手当 

(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

補正後 田モ�591 �#3B�9,288 亦ﾃ#C2� �� 都b�

補正前 塔#b�591 �#3B�9,288 ��ﾃ#C2� �� 都b�

比較 ��#�3�� �� �� �� ��

区分 豫yyﾙ�X詹9b�管理職員 特別勤務手当 弍ｩih詹9b�勤勉手当 亂i~)&韶�9b�退職手当 �%��yXｹD8詹9b�初任給 調整手当 倡�,x.�詹9b�

(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

補正後 涛�b� 唐ﾃ����5,535 鼎Sb�6,867 ��4,966 ��

補正前 涛�b� 唐ﾃイ��4,970 鼎釘�6,857 ��4,960 ��

比較 �� ��#3��565 ��#3��10 ��6 ��



(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢���x冷��増減事由別内訳 (千円) 剞燒ｾ 儖Xﾖﾂ�

給料 �#��給料改定に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 �#��昇給等による ��

職員手当 �3sR�制度改正に伴う増減分 澱� ��

その他の増減分 �3c��英紙による ��
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項 侘�7逢｢�前年度末までの 支出(見込)蘇 剴槙Y年度以降の 支出予定額 剄ｶの財源内訳 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

期間 仞�ｧ｢�期間 仞�ｧ｢�国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

平成29年度における経常業務の業務委託 契約及び賃貸借契約に係る債務負担 ��x冷�[ﾙ�ﾃ#僖�7疫ﾈ蠅�,Y.�-�.乂｢�年度 ��x冷�年度 平成28年度から 平成29年度まで ��x冷�ﾌ�7逢ｨ,�:�+b�千円 ��x冷�千円 ��x冷��8ｧ｢�
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