
平　成　29　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･%)

読 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ予算額 侏ｸﾇb�
予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ梔ob�総勧対比 

1 俛�j�(ﾔ饐ｸﾊ��R�523,215 ��"紕�0 鉄#2ﾃ#�R�12.9 

2 俶yw�{��-�詹�I{��300 �����0 �3���0.0 

3 俛�ﾌ倡因���914,726 �#�縒�113 涛�Bﾃ�3��22.6 

4 處9wｸｸｹWIN�9佰�WHｾ��123,592 �"纈�0 ��#2ﾃS�"�L3Ll 

5 ���ｨﾘ)~竟(ﾏ�WHｾ��1,085,985 �#R繧�667 ��ﾃ�ッﾃcS"�26.9 

6 侈x辷�6ﾙuﾒ�178,566 釘�"�289 ��sづゴR�4.4 

7 仄I:�hｼhﾏ�WHｾ��934,773 �#"�"�△146,010 都モﾃsc2�19.5 

8 俥�蝌�?ﾂ�1 �����206 �#�r�0.0 

9 估ｩ?ﾈｾ��276,138 澱絣�△25,933 �#S�ﾃ#�R�6.2 

lO 估ｨ葎ｾ��171,086 釘竰�0 辺s�ﾃ�ッ�4.2 

ll 傚H�?ﾂ�8,180 ���"�0 唐ﾃ����0.2 

歳入合計 �4,216,5621100.0 凵｢170,668 釘ﾃ�CRﾃンB�100.0 

国民健康保険特別会計事業勘定　　-　1-



国民健康保険特別会計事業勘定　　-　　2-

(歳　　州)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千H･%)

読 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ 予算頼 侏ｸﾇb�竸)�9uﾈ蟀oh,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�特定財源 劒Rﾘ自Lｨﾞ�ｦx7��

予算額 ��ﾘ��餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総宅頭対比 
国県支川金 �&閂�ﾜ"�その他 

1 ��ﾙk�N��42,091 �����△8.060 �3B��3��0.8 �� ��#づ�c�� 

2 兢ｸﾊ�ｹWIN��2,517,697 鉄偵r�△75,565 �"ﾃCC"ﾃ�3"�60.4 ��"� 鉄��△75,628 

3 佩8ｯｨﾘ)~竟(辷�ｾ�9��375,12】 唐纈�△1,72】 �3s2ﾃC���9.2 �� ��△1,721 

4 ���ｨﾘ)~竟)EｹWHｾ�9��1,588 �����0 ��ﾃSモ�0.0 �� �� 

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

6 �靜ﾉEｹWHｾ��159,564 �2繧�△7,997 ��S�ﾃScr�3.8 �� ��△7,997 

7 仄I:�hｼhｹ"箚霎��895,979 �#��2�△73,965 塔#"蔕ﾆB�20.3 ��#澱� ��#cづs#��△5,110 

8 兢ｸﾉ(馼ｼiN��39,964 ��纈�△3,379 �3b經コ�0.9 田sB� ��△4,053 

9 舒霎���xｾ��104,038 �"絣�207 ���Bﾃ#CR�2.6 �� ��207 

10 傚H辷�ｾ��75,499 ��繧�△】88 都Rﾃ6ﾇB�I.9 ��#�モ� �� 

ll 冰ﾉOYN��5,000 �����0 迭ﾃ����0.1 �� �- 

歳出合ii+ �4,216,562 �������△170,668 釘ﾃ�CRﾃンB�100.0 鼎�"� ��#sbﾃs3��△94,332 



2　歳　　　入

3款　国庫支出金　　1項　国庫負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

= 竸)�9��,ﾈﾆ��補正雛 偬��節 刹K明 
区分 仞�ｴb�

■2市街医療費共l司 �#�ﾃ�#B�△48 �#�ﾃssb� ��#C��高額医療費共同事実負fP.金の滅 

(合計20,776) 

3特娃健康診丑等 迭�3sB�337 迭ﾃs���1特Ld'健康診査等 �33r� 

負的金 劔�(合計5.711) 

汁 鉄s津H6ﾓ�r�289 鉄s津s3b� �� 

3款　国庫支出金　　2項　国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単付千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正賀乃 佗b�LLr] 剞燒ｾ 
rg.分 仞�ﾅ2�

1財政調整交付金 �332ﾃ��ｳb�△ー88 �33"ﾃ�#�� ��#�モ�特別調整交付金(-き地診療所)の減△116(計5,769) 特別調繁交付金(健康弔;理事澄)の減△72(計2,382) (合計332,828) 

4災'-hi'臨時特例補 助金 ���12 ��"�1災J-#臨時特例補 助金 ��"�(合計12) 

汁 �33Rﾃ#s��△176 �33Rﾃ��2� �� 

5歳　前期高齢者交付金　　1項　前期高齢者交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　TH)

目 竸%G#ｵ���,ﾈｧ｢�補正額 偬��節 � 
区分 仞�ｿ��

∫.085.985 田cr�1,086,652 綿ﾋｹD�7瓜｢�667 ���ｨﾘ)~竟(ﾏ�WHｾ�,ﾉ�ﾒ�

金 劔�(合計1,0g6,652) 

計 白��コﾃ塔R�667 白ﾃ�ッﾃcS"� �� 

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

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正孤 偬��節 剞燒ｾ 
r東分 仞���.R�

1高額医療費共同 �#�ﾃ�#B�△48 �#�ﾃssb�1応析底療費共同 ��#C��鵡頼医療費共同事業負担食の減 

事業負担金 劔�(合計20,776) 

3款　同庫支出金　5ノ訣　前期高齢者交付金　6款　児支出金　　-　　3-



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　　-　　4-

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

目 竸)�9��,ﾉW��補正額 佗b�節 � 
区分 仞�ｧ｢�

2特定健康診査等 迭ﾃ3sB�337 迭ﾃs���1特定健康診査等 �33r�特定健康診査等負担金の増 

負担金 劔�(合計5,711) 

計 �#bﾃ�唐�289 �#bﾃCビ� �� 

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Bﾃ�S��△14,781 田津3c��1高額医療費共同 ��#�B縱���高額医療費共同事業交付金の減 

事業交付金 劔�(合計69,369) 

2保険財政共同安 塔S�ﾃc#2�△131,229 都�津3釘��1保険財政共同安 ��#�3��##��保険財政共同安定化事業交付金の械 

定化事業交付金 劔定化 �(合計719,394) 

∴! 涛3Bﾃss2�△146,010 都モﾃsc2� �� 

8款　財産収入　1項　財産運用収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

日 ��補｣王額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1利子及び配当金 ���206 �#�r�1基金利子 �#�b� 

計 ���206 �#�r� �� 

9款　繰入金　1項　他会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9��,ﾉ=｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 ��姐�¥R�

1-一般会計繰入金 ��s�ﾃ#sR�35.620 �#�bﾃンR�1保険基盤安定繰 ��#�ﾃs3��保険税軽減分の減△】,704(計87,442) 

入金 剳ﾛ険者支援分の減△26(計52,346) (合計139,788) 

3財政安定化支援 �#r緜�2�財政安定化支援事業繰入金の増 

事業繰入金 �(%ii1-36,613) 



9款　繰入金　　1項　他会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　T･H)

目 竸&ｦe���,ﾉ&�I"�補正額 偬��節 剞燒ｾ 
区分 仞�ﾊB�

4事務拷繰入金 湯縱3r�歩務費繰入金の増 (合計27,694) 

計 ��ｳs�ﾃ#sR�35,620 �#�bﾃンR� �� 

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

R 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正微 ��員ﾂ�節 剞燒ｾ 
l*分 仞��韈r�

l財政調整基金繰 免�9�ﾃツ2�△61,553 鼎2ﾃ8�ｳ��1基食繰入金 ��#huB經S2�基食繰入金の減 

入金 劔�(合計43,310) 

計 ���Bﾃツ2�△61,553 鼎2ﾃ3��� �� 

9,妖　繰入金　　-　　51



-　　6　-



3　歳　　　出

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

目 竸)�9���,ﾈ�"�補正析 佗b�補正宅員の財恢内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

地方債 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

】一般管理費 �3bﾃS#��△8,060 �#ゅCc�� ��(繰) △8,060 ��2給料 ��#Bﾃc3��職員人件費の減△8,060(-計8,897) 給料△4,630(計3,871) 職員7--当JrIF△2,319(計3,541) 共済費△1,111(計1,438) 

3職員手当等 ��#"ﾃ3���

4共演費 ��#�ﾃ����

計 �3b經#��△8,060 �#づCc�� ��△8,060 �� �� 

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

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�準正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特工巨財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

l一般被保険者 �"��SBﾃ#ヲ�△6.370 �"ﾃ�Cr纉���(同) 12 �� ��#bﾃ3�"�19負担金､補 ��#bﾃ3s��一般被保険者療養給付費の減△6,370(計2,047,919) 

療養給付費 劔劔助及び交付 金 剳薗S金､補助及び交付金△6,370(計2,047,919) 一般被保険者療養給付費△6,370(計2,047,919) 

2退職被保険者 都bﾃ����△35,377 鼎�ﾃc3�� �� ��#3Rﾃ3sr�1g負担金､補 ��#3Rﾃ3sr�退職被保険者等療餐給付費の減△35,377(計40.63】) 

等療養給付費 劔劔金 剳薗S金､補助及び交付金△35,377(計40,631) 退職被保険者等療養給付費 △35,377(計40,631) 

3-般被保険者 ���ﾃ����i,296 免ﾂﾃC�b� �� ��ﾃ#澱�19負担金､補 ��ﾃ#澱�一般被保険者療養費の増】,296(言I11,406) 

療養費 劔劔助及び交付 金 剳薗S金､補助及び交付金1,296(計11,406) 一般被保険者療養費1,296(計11,406) 

5宥査支払手数 途ﾃ#���△3,550 �2ﾃcS�� �� ��#2ﾃSS��13委託料 ��#2ﾃSS��請求明細苦審査委託料の減△3,550(計3,650) 

1款　総務費　2款　保険給付費　　-　　7-



2,.汐.保険給付費　　-　　81

2款　保険給付祭　　1項　療養諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(判;/-　千円)

目 竸)�9���,ﾈﾊﾈ�ｲ�補正額 �ｩ?｢�補正額の財肝内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財鯨 剪ﾒﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

舶1e支出金 �&驂ﾗ霑B�その他 

料 �� �� �� �� ��委託料△3,550(計3,650) 診療報酬請求明細番審査委託料 

計 �"���ﾃ�づ����△44,001 �"���Bﾄ免��12 �� ��#CBﾃ��2� �� 

2款　保険給付費　　2項　高額療養費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単イ謀千円)

目 竸)�9���,ﾉ72�補正額 討�?｢�補正額の財淑内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財恢 劍自Lｨﾞ�氓�区分 仞�ｧ｢�

邪を支出金 �&饑ｸ鹸�その他 

】｢般被保険者 �3C偵�S��△22,883 �3#b��ｳcr� �� ��##"ﾃャ2� ��##"ﾃャ2�一一一般被保演者高額療薙費の減△22,883(計326,167) 

高額療養費 劔劔助及び交付 金 剳薗S金､補助及び交付金△22.883(計326.167) 一般被保険者高岡療養珊△22,883(iii326,167) 

2退職被保険者 ��B緜S2�△9,032 迭ﾃc#�� �� ��#津�3"�19負担金､補 ��#偵�3"�退職被保険者等高額療養費の械△9,032(計5,621) 

等高名頁療養費 劔劔助及び交付 金 剳苑e金､補助及び交付金△9,032(計5,621) 退職被保険者等高額糠遊資△9,032(計5.621) 

3一般被保険者 ��S��51 �#��ｲ� ��(前期) 51 ��19負担食､補 店�ｲ�一般被保険肴高額介護合笠療重さ!,の増51(計201) 

高額介護合等 劔劔 剳薗S金､補助及び交付金51(計20l) 

療養費 劔劔金 �-一般被保険者訪客円介碓合詣療養費 

汁 �3c2繝c2�△31,864 �33�ﾃ涛�� ��51 ��#3�ﾃ��R� �� 



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

= 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�i��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 俶ﾙy�_ｹZ��その他 

1葬祭費 ��經���300 ��ﾃ���� �� �3���1g負担金､納 金 �3���葬祭費の増300(計1,800) 負担食､補助及び交付金300(計1,800) 葬祭費300(計1,800) 

汁 ��ﾃS���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)

冒 竸)�2u����,ﾈｧ｢�補n=;蘇 佗b�補正宅白の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財際 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

圏点支HJr金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1後期高齢者支 �3sR���"�△1,721 �3s2ﾃ3s�� �� ��#�ﾃs#��19負~担金､補 ��#�ﾃs#��後期高齢者支援金の減△1,721(計373.371) 

援金 劔劔助及び交付 金 剳薗S金､補助及び交付金△1,721(計373,371) 後期高齢者支援金△1,721(計373,37り 

計 �3sRﾃ�#��△1,721 �3s2ﾃC��� �� ��#�ﾃs#�� �� 

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

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補7Tf.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｢�

国児支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1介護納付金 ��S津ScB�△7,997 ��S�ﾃScr� �� ��#rﾃ涛r�19負担金､補 助及び交付 金 ��#rﾃ涛r�介吉壁納付金の減△7,997(計151,567) 負担金､補助及び交付金△7,997(計151,567) 介護納付億△7,997(計151,567) 

計 ��S津ScB�△7,997 ��S�ﾃScr� �� ��#rﾃ涛r� �� 

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)

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 劍耳爾餃ｨﾞ�8��区分 仞�ｧ｢�

回県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

】高額医療費共 塔2ﾃ3���△5,236 都づ�cB�LLt)1 △48 �� ��#Rﾃ�C��19負担金､補 ��#Rﾃ#3b�高塀医療空き共同事業医療詐拠Lu金の減 

同事業医療費 劔(県) 劔助及び交付 凵｢5,236(計78,064) 

拠出金 劔△48 劔金 剳薗ﾌ金､補助及び交付金△5,236(計78,064) 高額医療費共同事業医療費拠出金 △5,236(計78,064) 

2保険財政共同 塔�"ﾃcs��△68,729 都C2ﾃ鉄�� ��(共同) △68∫729 ��19負担金､補 ��#cづs#��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｢68,729(計743,950) 

出金 劔劔令 剳薗S余､補助及び交付金△68,729(計743,950) 保険財政共同安定化事業拠出金 △68,729(副743,950) 

計 塔迭ﾃ都��△73,965 塔#"ﾃ�ﾔﾅﾒ�△96 ��△68,729 ��#Rﾃ���� �� 

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�"�補正敬 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財振 劍自Lｨﾞ�ｹ��区分 仞�ｧ｢�

地方偵 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

1特定健康診査 等事業費 �3Rﾃ3湯�△3,379 �3"ﾃ�#��(国) 337 (輿) 337 �� ��(�｣�ﾃ�S2�13委託料 ��#2ﾃ3s��特定健康診査等事業費の減△3,379(計32.020) 委託料△3,379(計27,418) 特定健康診査業務委託料 

這r �3Rﾃ3湯�△3,379 �3"ﾃ�#��674 �� ��#Bﾃ�S2� �� 



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

= 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補7仁額の財振内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財於 劍自Lｨﾞ�zﾂ�区分 仞�ｧ｢�

地方債 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

1財政調無茶金 横立食 ���Bﾃ�3��207 ���Bﾃ#CR� �� �#�r�25械11/:金 �#�r�財政調幣先金雌､■/二金の増207(計104,245) 横立食207(=r104,215) 拙技金207(計101.245) 

.汁 ���B��3��207 ���Bﾃ#CR� �� �#�r� �� 

10款　諸支出金　　2項　繰出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 �,ﾈ懿�補正額 佗b�補正有毒の財源内訳 劔節 � 特定財況 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞��饅R�

国爪支.LL'l金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1直営診療施設 勘定繰出金 唐�33��△188 唐ﾃ�S��(H十 △188 �� ��28繰出金 ��#�モ�直営諮嫉施,J没勘k-根付.金の減△188(計8,15)) 練出金△188(i言18,15ー) 

汁 唐ﾃ33��△ー88 唐ﾃ�S��△】88 �� �� �� 

9款　基金積立金10′扶　諸支出金　　一　11-



-　12-



給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 从ｹu餒��劔��合計 ��ｩOXﾖﾂ�報酬 从ｹ{��期末手当 亂i~)&韶�9b�その他 の手当 偬��共済費 

(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 ��"�382 �� �� �3�"� �3�"� 

計 ��"�382 �� �� �3�"� �3�"� 

捕 1ヒ 前 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� ��- 

その他の 特別職 ��｣"�382 �� �� �3�"� �9?｣"�- 

計 ��"�382 �� �� �3�"� �3�"� 

比 較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 �� �� �� �� �� 

計 �� �� �� �� �� 

給与焚明細書　　-　13-



給与費明細杏　　-　14-

Z　　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�汁 

(人) 派�｢���x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��

補正後 ���3,874 �2ﾃSC��7,415 亦ﾃC3��8,853 ��

補正前 �"�8.504 迭ﾃツ��]4,364 �"ﾃSC��16,913 ��

比較 ��#��△4,630 ��#"ﾃ3���△6,949 ��#�ﾃ����△8.060 ��

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 ��cb�54 �3�"� 田c�� �� �3"�

補正前 ��cb�288 �� 鼎#b� �� �3"�

比較 ��△234 �3�"� �#3B� �� ��

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 �� 塔s��578 ��#b�735 �� ��

補正前 �� ��ﾃ塔b�1,247 ��#b�i,589 �� ��

比較 �� ��#�ﾃ����△669 ��△854 �� ��



(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 ��#Bﾃc3��給料改定に伴う増減分 迭� ��

その他の増減分 ��"ﾅﾒﾃc3R�職員の異動等による ��

職員手当 ��#"ﾃ3���制度改正に伴う増減分 ���� ��

その他の増減分 ��#"ﾃ33��職員の異動等による ��

給与費明細書　　-　15-
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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 刹嵩�ｳ予算頼 侏ｸﾇb�
予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 

1 ��i|8�?ﾂ�105,340 田ゅB�△9,747 涛RﾃS�2�61.6 

2 俶yw�{��-�詹�I{��351lo.2 �52 鼎�2�0.2 

3 估ｩ?ﾈｾ��E45,247E29.4 �3,929 鼎津�sb�31.7 

4 估ｨ葎ｾ��612 ��紕�7,448 唐ﾃ�c��5.2 

5 傚H�?ﾂ�i2,458 編綯�△447 �"ﾃ����1.3 

歳入合計 �154.008 ��･ﾓ�����弓1,235 ��SRﾃ#C2�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 剴咩�ｳ l予算額 侏ｸﾇb�竸)�9uﾈ螽ｧｨ,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�特定財源 剪ﾙ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��114,740 都B絣�735 ���RﾃCsR�74.4 �� �2ﾃ�#��△3,194 

2 �8ｼiN��39,118 �#R紕�500 �3津c���25.5 �� ��500 

3 冰ﾉOYN��150 �����0 ��S��0.1 �� �� 

歳出合計 �154,008 �������1,235 ��SRﾃ#C2�loo.0 �� �2ﾃ�#��△2,694 



2　歳　　　入

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

日 竸)�9��,ﾉ=｢�補正朽 偬��節 剞燒ｾ 
区分 仞�l��

1国民健康保険診 �#�ﾃ#cB�△2,389 ��づピR�1現年分 ��#"ﾃ3ヲ�現年分(医科)の減△2,275(計7,488) 

療部摘【川又人 劔剏ｻ年分(歯科)の減△114(計日,385) (合計18,873) 

2割:会保倹診療軸 ��RﾃS�b�△818 免ﾂﾃcc��1-呪年分 ��#��ﾈ�｣��現年分(医科)の減△1.]Ll9(計3,55zl) 

掛目収入 劔剏ｻ年分(歯科)の増301(計11,112) (合計-14,666) 

3後期高齢者診療 鼎�ﾃ�c"�△4,638 �3bﾃC#B�1現年分 ��#Bﾃc3��現年分(医科)の減△4,105(計25,064) 

報酬収入 劔剏ｻ年分(前科)の減△533(計11,358) (合計36,422) 

4-部負担金収入 ��づ#S��△1,415 ��bﾃ�3b�1現年分 ��#�ﾃC�R�現年分(医科)の減△1,686(計6,202) 硯年分(歯科)の増271(計10,632) (合計16,834) 

5その他の診療報 �2ﾃScb�△198 �2ﾃ3c��1現年分 ��#�唐�現年分(医科)の減△97(計926) 

酬収入 劔剏ｻ年分(歯科)の減△101(計2,440) (合計3,366) 

7その他の自由診 �"ﾃ#C��△259 ��ﾃ塔��1現年分 ��##S��現年分(歯科)の減 

療収入 劔�(合計1,981) 

計 ���"ﾃcCB�△9,747 涛"ﾃンr� �� 

2款　使用料及び手数料　1項　手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1総務手数料 �3S��52 鼎�2�1詰ま正明 鉄"�諸証明(医科)の増 (合計300) 

計 �3S��52 鼎�2� �� 

1款　診療収入　2,款　使用料及び手数料　1　19



3款　繰入金　4款　繰越金　5款　諸収入　　-　20-

3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 �3bﾃ����4,117 鼎�ﾃ�#R�1一般会計繰入金 釘ﾃ��r�一般会計繰入金(医科)の増5,152(計39,898) 一般会計繰入金(歯科)の減△1,035(計1,127) (合計41,025) 

2事業勘定繰入金 唐�33��△188 唐ﾃ�S��1事業勘定繰入金 ��#�モ�事業勘定繰入金(医科)の減△116(計5.769) 事業勘定繰入金(歯科)の減△72(計2,382) (合計8,151) 

引 鼎Rﾃ#Cr�3,929 鼎津�sb� �� 

4款　繰越金　　1項　繰越金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位一千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正朽 �����節 剞燒ｾ 
rk_分 �(ｷ�蹴�

1繰越金 田�"�7,448 ����c��1繰越金 途紊C��繰越金(医科)の増4,528(計4,529) 繰越金(歯科)の増2,920(計3.531) (合計8,060) 

計 田�"�7,448 唐��c�� �� 

5款　諸収入　1項　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 ���節 剞燒ｾ 
区■分 仞�ｧ｢�

1雑入 �"ﾃCS��△447 �"ﾃ����1雑入 ��#CCr�雑入(歯科)の減 (合計一2,011) 

計 �"ﾃCS��△447 �"ﾃ�?｢� �� 



3　歳　　　出

1款　総務費　]項　施設管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 特定財液 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 ��8�"�

国保支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1-般管理費 ���"ﾃ都B�735 ���2ﾃs��� ��(繰) 3,929 ��#2ﾃ�釘�2給料 鼎b�職員人件費(医科)の増304(計50,711) 給料31(計】8.3L)2) 職員手当等△1(計25,8J]2) 共済費261(計6.384) 負担金､補助及び交付金13(計143) 職員人件費(歯科)の増458(計37,988) 給料15(計16,740) 職員手当等161(計15,301) 共済費273(計5,839) 負担金､補助及び交付金9(計108) 一般管理費(歯科)の増45(計5,52日 需用費45(計1,273) 歯科保健推進事業費(歯科)の減△72(計2,912) 報償費△72(計336) 

3職員手当等 ��c��

4共済費 鉄3B�

8-報ai'費 ��#s"�

11需用費 鼎R�

19負担金､補 助及び交付 金 �#"�

汁 ���2ﾃ�3"�735 ���2繝cr� ��3,929 ��#2ﾃ�釘� �� 

2款　医業費　1項　医業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位一千円)

目 竸(鉉���,ﾉ�r�補正客員 末��補lL:.額の財源内訳 劔E叩 剞ﾅ明 qllli=在財肝 劍自Lｨﾞ�ﾋ��r琴二分 ��姐����

同県支.lこLl.食 �&饑ｸﾜ"�その他 

4歯科技工費 途ﾃ#���500 途ﾃs��� �� 鉄���13委託料 鉄���歯科技工狩(歯科)の増500(計7,710) 委託料500(-gl7,700) 技工委託料 

計 �3津����500 �3津c��� �� 鉄��� �� 

1款　総務費　2款　医業費　　-　21-





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 徳 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 迭�10.403 �� �� ���ﾃC�2�1,525 免ﾂﾃ�#�� 

計 迭�10,403 �� �� ���ﾃC�2�1,525 ����ﾃ�#�� 

捕 正 前 �+y9�� �� �� �� ��｢�ﾂ� ��

議員 �� �"�"�6r� �� �� �� 

その他の 特別職 迭�10,403 鳴��｢�l i 冤 l 末ﾆ�C�2�1,525 免ﾂﾃ�#�� 

汁 迭�10,403 鳴� �� ���ﾃC�2�】,525 免ﾂ纉#�� 

比 較 �+y9�� 鳴� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 �� �� �� �� �� 

!計 �� �� �� 亦� �� 

給与費明細書　　-　23-



給与費明細書　　-　24-

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�37,037 鼎�ﾃ�C2�78,180 ��"ﾃ##2�90,403 ��

補正前 唐�36,991 鼎�ﾃ塔2�77,974 免ﾂﾃcヲ�89,663 ��

比較 ��46 ��c��F 206 鉄3B�740 ��

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 都s����591 �#3B�10,392 ��ﾃ#S�� �� 都b�

補正前 都s��591 1 ���#3B�10,392 ��ﾃ#S�� �� 都b�

比較 ��l �� ��】 ��｢� ��

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�

(TP]) 忠�x冷��(丁一円) 忠)ｨ耳冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 
l 補正後 涛�b� 鳴�づイ��5,731 ��｣CSb�6,917 ��4,972 ��

補正前 涛�b�ﾂ� 鳴�T"ﾃツ��5,560 鼎Sb�6,906 ��4,966 ��

比較 �� ��##��ー7ー ��ll ��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) 凵｡説明 儖Xﾖﾂ�

給料 鼎b�給料改定に伴う増減分 �#r�ﾂ� ��

その他の増減分 鳴�ｸ�｣��ﾂ� ��

職員手当 ��c��制度改正に伴う増減分 鳴�ﾂ�ﾂ��sr�給与改定による ��

その他の増減分 ��#�r�扶養者の異動等による ��
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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)額 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｢�同県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

平成30年度における経常業務の兼務委託 契約及び貨貸借契約に係る偵務負担 ��x冷�[ﾙ�ﾃ3�D�7疫ﾈｽ��,Y.�-�.乂｢�年度 ��x冷�年度 平成29年度から 平成30年度まで ��x冷�千円 ��x冷�千円 ��x冷��9V�"�
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