
平　成　2　8　年　度

後　期　高　齢　者　医　療　特　別　会　計

予　算　に　関　す　る　説　明　書

(第　2　号)

岩　手　県　遠　野　市



遠野市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書　(第2号)
1　総　　　　括

(歳　　　入)

(単位:千円･%)

蘇 �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 佩8ｯｨﾘ)~竟(�9|9]ｸﾊ���187.492 鉄偵R�4,542 ���"ﾃ�3B�60.3 

2 俶yw�{��-�詹�I{��51 �����0 鉄��0.0 

3 弍�Xﾘｾ��1 �����0 ���0.0 

4 估ｩ?ﾈｾ��126,601 鼎��"�△1,356 ��#Rﾃ#CR�39.4 

5 估ｨ葎ｾ��565 ���"�0 鉄cR�0.2 

6 傚H�?ﾂ�357 �����0 �3Sr�0.1 

歳入合計 �315,067 �������i3,186 �3�づ#S2�loo,0 
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(歳　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円･%)

款 �盈｢�補正前の額!補正 劍ﾋｸﾇb�竸)�9uﾈ螽ｧｨ,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�■llllllll』llllllll』ll■■ 

予雰額総額対比 剽¥算額 冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 �<�.萎�氓�刪齡ﾊ財源 
国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1 ��ﾘ�ﾘ9��15,595 釘纈�669 ��bﾃ#cB�5.1 ��】669 � 

2 僞ｹWHｾ��298,671 涛B繧�2,517 �3��ﾃ�モ�94.6 ��I ��#"ﾃ�#R�l4,542 

3 傀�因���_些｣. �����0 �3���0.1 �� �� 

4 冰ﾉOYN��500 ��｣��"�0 鉄���0.2 �� �� 

歳出合計 �315,067I100,0!3,186 剴3�づ(ｺ�������乖ｶﾆ��#��33Sb�凵z4.542 



2　歳　　　入

1款　後期高齢者医療保険料　1項　後期高齢者医療保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剿e明 
区分 仞�ｧ｢�

1特別徴収保険料 ��3r��3B�△2,437 ��3B緜途�1現年度分 ��#"ﾃC3r�特別徴収保険料現年度分の減 (合計134,682) 

2普通徴収保険料 鉄��3S��6,979 鉄rﾃ33r�1現年度分 澱纉s��普通徴収保険料現年度分の増 (合計56,000) 

計 ��ビﾃC�"�4,542 ���"ﾃ�3B� �� 

4款　繰入金　1項　一般会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 刮s明 
区分 仞�ｧ｢�

1事務費繰入金 ��RﾃCs2�669 ��bﾃ�C"�1中称や韓入唐 田c��事務費繰入金の増 (合計16,142) 

2保険基盤安定繰 免鳴��#��△2,025 ���津��2�1保険基盤安定繰 ��#"ﾃ�#R�保険基盤安定繰入金の減 

入金 劔入金 �(合計109,103) 

計 ��#bﾃc���△1,356 ��#Rﾃ#CR� �� 
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3　歳　　　出

1款　総務費　1項　総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 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 ��RﾃC�2�669 ��bﾃ�S"� ��(級) 669 ��2給料 �3S��職員人件費の増669(計8,264) 給料350(計4,442) 職員手当等186(計2,450) 共済費131(計1,348) ･負担金､補助及び交付金2(計24) 

3職員手当等 ��ッ�

4共済費 ��3��

19負担金､補 助及び交付 金 �"�

計 ��RﾃC�2�669 ��bﾃ�S"� ��669 �� �� 

2款　後期高齢者医療広域連合納付金　1項　後期高齢者医療広域連合納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 特定財鯨 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1後期高齢者医 �#唐ﾃcs��2,517 �3��ﾃ�モ� ��(級) △2,025 釘ﾃSC"�19負担金､補 �"ﾃS�r�広域連合納付金の増2.517(計301,188) 

療広域連合納 劔劔助及び交付 剳薗S金､補助及び交付金2,517(計301,188) 

付金 劔劔金 剩﨑ﾛ険者保険料4,542(計192,085) 保険基盤安定負担金△2,025(計109.103) 

計 �#唐ﾃcs��2,517 �3��ﾃ�モ� ��△2,025 釘經C"� �� 
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給　　与　　費　　明　　細　　書

1　一　般　職

(1)総　括

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

(人) 忠�x冷��(千円) 白���x冷��(千円) 忠�x冷��

補正後 ���4,442 �"紊S��6,892 ��ﾃ3C��8,240 ��

補正前 ���4,092 �"�#cB�6,356 ��ﾃ#�r�7,573 ��

比較 ��350 ��ッ�536 ��3��667 ��

職員手当 の内訳 ��ｾ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 迭� �� �� �� ��

補正前 迭� �� �� �� ��

比敏 �� �� �� �� ��

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�c��l565 ��819 �� ��

補正前 �� 涛C��544 ��766 �� ��

比較 �� ���"�21 ��53 �� ��
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(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 �3S��給料改定に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 �3S��職員の異動等による ��

職員手当 ��ッ�制度改正に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 ��ッ�職員の異動等による ��


