
-183-１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 69,139 31,676 37,463 15 300 41,912  2 給料 8,372 職員人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,134

(県) (繰) 　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,372

4,707 17,705  3 職員手当等 6,135 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,135

(諸) 　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,583

4,500  4 共済費 2,583 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　44

一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,005

 9 旅費 203 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 203

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 934

11 需用費 934 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,173

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,002

12 役務費 4,173 　　　国民健康保険電算処理業務委託料

　　　保険者事務共同データ作成業務委託料

13 委託料 23,002 　　　国保情報データベースシステム保守業務委託料

　　　診療報酬明細書点検業務委託料

14 使用料及び 303 　　　岩手県国民健康保険団体連合会共同電算業務委託料

賃借料 　　　市町村事務処理標準システム導入準備委託料

　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　 303

19 負担金、補 23,434 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　23,390

助及び交付 　　　岩手県国民健康保険団体連合会負担金　　　　 3,550

金 　　　市町村事務処理標準システムクラウド構築負担金　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,840

計 69,139 31,676 37,463 4,722 22,505 41,912



184--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 5,378 5,232 146 5,378  9 旅費 39 徴税費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,378

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39

11 需用費 556 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 556

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,351

12 役務費 1,351 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,444

　　　国民健康保険事業課税状況資料作成業務委託料

13 委託料 2,444 　　　国民健康保険事業算定マニュアル用データ作成業務委

　　　託料

14 使用料及び 988 　　　市税コンビニエンスストア収納代行業務委託料

賃借料 　　　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　　　　　　　　　　　　　　　　 988

　　

　　

　　

　　

　　

　　

計 5,378 5,232 146 5,378

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 425 346 79 425  1 報酬 382 運営協議会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 425

　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 382

 9 旅費 29 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29



-185-１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）

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6

11 需用費 6 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　 8

　　　岩手県国保運営協議会負担金　　　　　　　　　　 8

19 負担金、補 8

助及び交付

金

計 425 346 79 425

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）

(県)

 1 一般被保険者 1,944,429 2,006,456 △62,027 1,944,429 19 負担金、補 1,944,429 一般被保険者療養給付費　　　　　　　　　　　 1,944,429

療養給付費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　 1,944,429

金 　　　一般被保険者療養給付費　　　　　　　　 1,944,429

(県)

 2 退職被保険者 6,373 11,300 △4,927 6,373 19 負担金、補 6,373 退職被保険者等療養給付費　　　　　　　　　　　　 6,373

等療養給付費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 6,373

金 　　　退職被保険者等療養給付費　　　　　　　　　 6,373

(県)

 3 一般被保険者 12,221 9,674 2,547 12,221 19 負担金、補 12,221 一般被保険者療養費　　　　　　　　　　　　　　　12,221

療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　12,221

金 　　　一般被保険者療養費　　　　　　　　　　　　12,221

(県)

 4 退職被保険者 131 56 75 131 19 負担金、補 131 退職被保険者等療養費　　　　　　　　　　　　　　　 131

等療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 131

金 　　　退職被保険者等療養費　　　　　　　　　　　　 131



186--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）

 

 5 審査支払手数 5,220 4,881 339 5,220 13 委託料 5,220 請求明細書審査委託料　　　　　　　　　　　　　　 5,220

料 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,220

　　　診療報酬請求明細書審査委託料

計 1,968,374 2,032,367 △63,993 1,963,154 5,220

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）

(県)

 1 一般被保険者 323,802 325,448 △1,646 323,802 19 負担金、補 323,802 一般被保険者高額療養費　　　　　　　　　　　　 323,802

高額療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 323,802

金 　　　一般被保険者高額療養費　　　　　　　　　 323,802

(県)

 2 退職被保険者 1,357 2,370 △1,013 1,357 19 負担金、補 1,357 退職被保険者等高額療養費　　　　　　　　　　　　 1,357

等高額療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 1,357

金 　　　退職被保険者等高額療養費　　　　　　　　　 1,357

(県)

 3 一般被保険者 351 351 0 351 19 負担金、補 351 一般被保険者高額介護合算療養費　　　　　　　　　　 351

高額介護合算 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 351

療養費 金 　　　一般被保険者高額介護合算療養費　　　　　　　 351

(県)

 4 退職被保険者 10 10 0 10 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 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　10

算療養費 金 　　　退職被保険者等高額介護合算療養費　　　　　　　10

計 325,520 328,179 △2,659 325,520



-187-２款  保険給付費

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）

(県)

 1 一般被保険者 10 10 0 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

(県)

 2 退職被保険者 10 10 0 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 20 0 20

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 4,200 0 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 3 0 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 4,203 0 2,800 1,403



188--２款  保険給付費 ３款  国民健康保険事業費納付金

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 3,000 2,100 900 3,000 19 負担金、補 3,000 葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000

助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 3,000

金 　　　葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000

計 3,000 2,100 900 3,000

３款  国民健康保険事業費納付金   １項  医療給付費納付金

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）

(県) (繰)  

 1 一般被保険者 518,182 501,326 16,856 2,590 117,636 396,856 19 負担金、補 518,182 一般被保険者医療給付費納付金　　　　　　　　　 518,182

医療給付費納 (諸) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 518,182

付金 1,100 金 　　　一般被保険者医療給付費納付金　　　　　　 518,182

(諸)  

 2 退職被保険者 826 4,683 △3,857 2 824 19 負担金、補 826 退職被保険者等医療給付費納付金　　　　　　　　　　 826

等医療給付費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 826

納付金 金 　　　退職被保険者等医療給付費納付金　　　　　　　 826

計 519,008 506,009 12,999 2,590 118,738 397,680



-189-３款  国民健康保険事業費納付金

３款  国民健康保険事業費納付金   ２項  後期高齢者支援金等納付金

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）

 

 1 一般被保険者 147,902 170,968 △23,066 147,902 19 負担金、補 147,902 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金　　　　　 147,902

後期高齢者支 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 147,902

援金等納付金 金 　　　一般被保険者後期高齢者支援金等納付金　　 147,902

 

 2 退職被保険者 316 2,205 △1,889 316 19 負担金、補 316 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金　　　　　　 316

等後期高齢者 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 316

支援金等納付 金 　　　退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金　　　 316

金

計 148,218 173,173 △24,955 148,218

３款  国民健康保険事業費納付金   ３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）

 

 1 介護納付金 52,489 66,371 △13,882 52,489 19 負担金、補 52,489 介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,489

助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　52,489

金 　　　一般被保険者介護納付金　　　　　　　　　　52,489

計 52,489 66,371 △13,882 52,489



190--４款  保健事業費

４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）

(県) (諸)  

 1 特定健康診査 33,945 34,525 △580 16,752 1,400 15,793  8 報償費 106 特定健康診査等事業費　　　　　　　　　　　　　　33,945

等事業費 　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 106

 9 旅費 108 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 929

11 需用費 929 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,202

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,497

12 役務費 1,202 　　　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 31,497 　　　特定健康診査受診券データ抽出業務委託料

　　　特定保健指導システム保守業務委託料

14 使用料及び 3 　　　特定健診受診券等印刷業務委託料

賃借料 　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 100

19 負担金、補 100 　　　特定保健指導プログラム負担金　　　　　　　　　70

助及び交付 　　　研修会等参加負担金　　　　　　　　　　　　　　30

金

計 33,945 34,525 △580 16,752 1,400 15,793

４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）

(県)  

 1 保健衛生普及 4,810 4,432 378 2,266 2,544  9 旅費 361 保健衛生普及費　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,810

費 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 361

11 需用費 278 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 278

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129



-191-４款  保健事業費 ５款  基金積立金

４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）

　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　 512

12 役務費 129 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 3,530

　　　基本健康診査負担金　　　　　　　　　　　　　　60

14 使用料及び 512 　　　各種検診負担金　　　　　　　　　　　　　　 2,555

賃借料 　　　人間ドック補助金国保会計負担金　　　　　　　 850

　　　学会・研修会等負担金　　　　　　　　　　　　　65

19 負担金、補 3,530

助及び交付

金

計 4,810 4,432 378 2,266 2,544

５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



192--６款  諸支出金

６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 2 4 △2 2 23 償還金、利 2 国庫支出金償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　　　 2

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 5,262 5,264 △2 5,262



-193-６款  諸支出金 ７款  予備費

６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）

(県)

 1 直営診療施設 5,885 5,943 △58 5,885 28 繰出金 5,885 直営診療施設勘定繰出金　　　　　　　　　　　　　 5,885

勘定繰出金 　繰出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,885

計 5,885 5,943 △58 5,885

７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 2,000 2,000 0 2,000 予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000

計 2,000 2,000 0 2,000


