
-185-１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 36,529 34,820 1,709 2,263 300 11,927  2 給料 8,504 職員人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,957

(繰) 　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,504

17,539  3 職員手当等 5,860 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,860

(諸) 　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,549

4,500  4 共済費 2,549 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　44

一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,572

 9 旅費 15 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 939

11 需用費 939 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,005

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,353

12 役務費 2,005 　　　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 12,353 　　　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－ス改修業務委託料

19 負担金、補 4,304 　　　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 　　　国保広域化に伴う住基システム改修委託料

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 4,260

　　　岩手県国民健康保険団体連合会負担金　　　　 4,260

計 36,529 34,820 1,709 2,263 22,339 11,927



186--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 5,144 5,437 △293 5,144  9 旅費 39 　

　

11 需用費 252 徴税費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,144

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39

12 役務費 1,355 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 252

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,355

13 委託料 2,519 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,519

　　　国民健康保険事業課税状況資料作成業務委託料

14 使用料及び 979 　　　国民健康保険事業算定マニュアル用データ作成業務委

賃借料 　　　託料

　　　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

　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　 979

計 5,144 5,437 △293 5,144

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 418 417 1 418  1 報酬 382 　　

　　

 9 旅費 21 　

運営協議会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 418

11 需用費 6 　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 382

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6



-187-１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　　　　　　　　　　　　　　 9

19 負担金、補 9 　　　岩手県国保運営協議会負担金　　　　　　　　　　 9

助及び交付

金

計 418 417 1 418

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 2,054,289 1,968,900 85,389 576,795 112,264 268,631 19 負担金、補 2,054,289 一般被保険者療養給付費　　　　　　　　　　　 2,054,289

療養給付費 (県) (前期) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　 2,054,289

104,372 949,586 金 　　　一般被保険者療養給付費　　　　　　　　 2,054,289

(繰)

40,541

(諸)

2,100

(療養)

 2 退職被保険者 76,008 123,928 △47,920 76,008 19 負担金、補 76,008 退職被保険者等療養給付費　　　　　　　　　　　　76,008

等療養給付費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　76,008

金 　　　退職被保険者等療養給付費　　　　　　　　　76,008

(国) (前期)  

 3 一般被保険者 6,911 7,319 △408 1,758 2,467 2,215 19 負担金、補 6,911 一般被保険者療養費　　　　　　　　　　　　　　　 6,911

療養費 (県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 6,911

471 金 　　　一般被保険者療養費　　　　　　　　　　　　 6,911

　　

　　



188--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 504 408 96 504 19 負担金、補 504 退職被保険者等療養費　　　　　　　　　　　　　　　 504

等療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 504

金 　　　退職被保険者等療養費　　　　　　　　　　　　 504

 

 5 審査支払手数 7,200 7,200 0 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 2,144,912 2,107,755 37,157 683,396 1,183,470 278,046

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 349,050 293,749 55,301 87,645 133,900 112,766 19 負担金、補 349,050 一般被保険者高額療養費　　　　　　　　　　　　 349,050

高額療養費 (県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 349,050

14,739 金 　　　一般被保険者高額療養費　　　　　　　　　 349,050

(療養)

 2 退職被保険者 14,653 34,974 △20,321 14,653 19 負担金、補 14,653 退職被保険者等高額療養費　　　　　　　　　　　　14,653

等高額療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　14,653

金 　　　退職被保険者等高額療養費　　　　　　　　　14,653

(国) (前期)  

 3 一般被保険者 150 150 0 64 32 38 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 16 金 　　　一般被保険者高額介護合算療養費　　　　　　　 150

　　

　　



-189-２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 10 50 △40 7 19 負担金、補 10 退職被保険者等高額介護合算療養費　　　　　　　　　　10

等高額介護合 (諸) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　10

算療養費 3 金 　　　退職被保険者等高額介護合算療養費　　　　　　　10

計 363,863 328,923 34,940 102,464 148,595 112,804

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 10 50 △40 10 19 負担金、補 10 一般被保険者移送費　　　　　　　　　　　　　　　　　10

移送費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　10

金 　　　一般被保険者移送費　　　　　　　　　　　　　　10

 

 2 退職被保険者 10 50 △40 10 19 負担金、補 10 退職被保険者等移送費　　　　　　　　　　　　　　　　10

等移送費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　10

金 　　　退職被保険者等移送費　　　　　　　　　　　　　10

計 20 100 △80 20



190--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 4,200 6,300 △2,100 2,800 1,400 19 負担金、補 4,200 出産育児一時金　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,200

金 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 4,200

金 　　　出産育児一時金　　　　　　　　　　　　　　 4,200

 

 2 支払手数料 3 4 △1 3 13 委託料 3 出産育児一時金支払手数料　　　　　　　　　　　　　　 3

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　出産育児一時金支払委託料

計 4,203 6,304 △2,101 2,800 1,403

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 1,500 1,800 △300 1,500 19 負担金、補 1,500 葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500

助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 1,500

金 　　　葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500

計 1,500 1,800 △300 1,500



-191-３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 375,092 381,205 △6,113 146,244 32,420 175,567 19 負担金、補 375,092 後期高齢者支援金　　　　　　　　　　　　　　　 375,092

援金 (県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 375,092

20,861 金 　　　後期高齢者支援金　　　　　　　　　　　　 375,092

 

 2 後期高齢者関 29 30 △1 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　　　　　　　　　　26

　　　病床転換助成関係事務費拠出金　　　　　　　　　 3

計 375,121 381,235 △6,114 167,105 32,420 175,596

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 1,561 149 1,412 1,561 19 負担金、補 1,561 前期高齢者納付金　　　　　　　　　　　　　　　　 1,561

付金 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 1,561

金 　　　前期高齢者納付金　　　　　　　　　　　　　 1,561

 

 2 前期高齢者関 27 28 △1 27 19 負担金、補 27 前期高齢者関係事務費拠出金　　　　　　　　　　　　　27

係事務費拠出 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　27

金 金 　　　前期高齢者関係事務費拠出金　　　　　　　　　　27

計 1,588 177 1,411 1,588



192--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 159,564 179,745 △20,181 65,420 82,235 19 負担金、補 159,564 介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 159,564

(県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 159,564

11,909 金 　　　介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　 159,564

計 159,564 179,745 △20,181 77,329 82,235

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 83,300 85,437 △2,137 20,824 8,454 33,198 19 負担金、補 83,300 高額医療費共同事業医療費拠出金　　　　　　　　　83,300

同事業医療費 (県) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　83,300

拠出金 20,824 金 　　　高額医療費共同事業医療費拠出金　　　　　　83,300

　　　　

　　

　　

　　



-193-７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 812,679 816,801 △4,122 780,433 32,246 19 負担金、補 812,679 保険財政共同安定化事業拠出金　　　　　　　　　 812,679

安定化事業拠 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 812,679

出金 金 　　　保険財政共同安定化事業拠出金　　　　　　 812,679

計 895,979 902,238 △6,259 41,648 788,887 65,444

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 33,449 34,878 △1,429 5,374 11,150 9,976  8 報償費 106 特定健康診査等事業費　　　　　　　　　　　　　　33,449

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

5,374 1,575  9 旅費 108 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,333

11 需用費 1,333 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,048

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,797

12 役務費 1,048 　　　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 30,797 　　　健康管理システム特定健診第三期制度対応業務委託料

　　　特定健康診査受診券名入れ印字業務委託料

14 使用料及び 57 　　　特定保健指導システム保守業務委託料

賃借料 　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　　57

計 33,449 34,878 △1,429 10,748 12,725 9,976



194--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 4,565 5,606 △1,041 4,565  9 旅費 295 保健衛生普及費　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,565

費 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 295

11 需用費 134 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29

12 役務費 29 　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　 507

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 3,600

14 使用料及び 507 　　　基本健康診査負担金　　　　　　　　　　　　　　60

賃借料 　　　各種検診負担金　　　　　　　　　　　　　　 2,510

　　　人間ドック補助金国保会計負担金　　　　　　 1,000

19 負担金、補 3,600 　　　研修会等参加負担金　　　　　　　　　　　　　　30

助及び交付

金

計 4,565 5,606 △1,041 4,565

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



-195-10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 5,000 0 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 5,261 0 5,261



196--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 8,339 8,220 119 8,339 28 繰出金 8,339 直営診療施設勘定繰出金　　　　　　　　　　　　　 8,339

勘定繰出金 　繰出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,339

計 8,339 8,220 119 8,339

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


