
-231-１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 16,139 15,483 656 1  2 給料 4,391 職員人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,551

(繰) 　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,391

16,131  3 職員手当等 2,756 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,756

(諸) 　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,379

5  4 共済費 1,379 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　25

(繰越) 一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,588

1 11 需用費 144 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 144

(寄) 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,233

1 12 役務費 1,233 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,103

　　　保険料通知書等作成業務委託料

13 委託料 1,103 　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　 5,108

14 使用料及び 5,108

賃借料

19 負担金、補 25

助及び交付

金

計 16,139 15,483 656 16,139



232--１款  総務費 ２款  後期高齢者医療広域連合納付金 ３款  諸支出金

１款  総務費   ２項  徴収費

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 徴収費 104 112 △8 50 11 需用費 64 徴収費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 104

(繰) 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64

54 12 役務費 40 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40

計 104 112 △8 104

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

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 後期高齢者医 300,701 297,043 3,658 111,257 189,393 19 負担金、補 300,701 広域連合納付金　　　　　　　　　　　　　　　　 300,701

療広域連合納 (諸) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 300,701

付金 51 金 　　　被保険者保険料　　　　　　　　　　　　　 189,444

　　　保険基盤安定負担金　　　　　　　　　　　 111,257

計 300,701 297,043 3,658 111,308 189,393

３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）

(諸)

 1 保険料還付金 300 300 0 300 23 償還金、利 300 保険料還付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300

子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　　 300

料

(諸)

 2 還付加算金 1 1 0 1 還付加算金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　　　 1



-233-３款  諸支出金 ４款  予備費

３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）

23 償還金、利 1

子及び割引

料

計 301 301 0 301

４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）

(繰)

 1 予備費 500 500 0 500 予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500

計 500 500 0 500


