
平　成　30　年　度

国　民　健　康　保　険　特　別　会　計

予　算　に　関　す　る　説　明　書

(第1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1号)
1　総　　　痕

(歳　　　入)

(単位　千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ予算額 侏ｸﾇb�
予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ蟀��.R��総額対比 

1 俛�j�靫饐ｸﾊ��R�474,306 ��B繧�0 鼎sBﾃ3�b�14.7 

2 俶yw�{��-�詹�I{��300 �����0 �3���0.0 

3 俛�ﾌ倡因���20 �����0 �#��0.0 

4 侈x辷�ｾ��2.50],716 都ゅ��9,646 �"ﾃS��ﾃ3c"�77.6 

5 俥�蝌�?ﾂ�1 �����0 ���0.0 

6 估ｩ?ﾈｾ��217,389 兎��△26,791 ����經唐�5.9 

7 估ｨ葎ｾ��1 �����51,455 鉄�ﾃCSb�1.6 

8 傚H�?ﾂ�8.108 ���2�0 蔦づ����0.2 

歳入合計 �3,201,841 �������34,310 �2ﾃ#3bﾃ�S��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　1　2-

(歳　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千円･%)

款 唸怏m｢�補正前の額 剳竦ｳ 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��,"�

予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 
国県支出金 冢r箸ﾘﾜ"�その他 

1 ��ﾙk�N��37,254 ���"�8,443 鼎Rﾃc途�1.4 �#s�� 唐ﾃ�s2� 

2 兢ｸﾊ�ｹWIN��2,366,869 都2纈�9,376 �"�3sbﾃ#CR�73.4 湯�3sb� �� 

3 ���745,553 �#2�2�△933 都CBﾃc#��23.0 �� ��△933 

4 兢ｸﾉ(馼ｼiN��38,957 ���"�2,288 鼎�ﾃ#CR�1.3 �� ��2,288 

5 舒霎���xｾ��1 �����0 ���0.0 �� �� 

6 傚H辷�ｾ��ll,207 ���2�15,136 �#bﾃ3C2�0.8 �� ��15,136 

7 冰ﾉOYN��2,000 ��ﾃ��0 �"ﾃ����0.1 �� �� 

歳出合計 �3,201,841 �������34,310 �2ﾃ#3bﾃ�S��100.0 湯ﾃcCb� 唐ﾃ�s2�16,491 



2　歳　　　入

4款　県支出金　　1項　県郁助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位,千円)

!.｣ 竸)�9��,ﾉZ#���舶TE触 偬��節 剞燒ｾ 
区分 仞�ﾝﾙI"�

1供険給付坪等交 �"ﾃS��ﾃcc��9,646 �"ﾈ.vﾆ�3�r�1普通交付金 湯ﾃ3sb�普通交付金(医療)の増6,080(計2,354,700) 

付余 劔剳£ﾊ交付食(退朋)の増3.296(計】7,012) (合計2,371,742) 

270 �<�¥ｨﾏ�WHｾ��<�¥ｦDﾄ��靠�WHｾ��｢�,ﾉ���畏xﾇc�3づScR��

汁 �"ﾃS��ﾃs�R�9,646 �"ﾃS��ﾃ3c�� �� 

6款　繰入食　1項　他会計繰入命　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

目 兌�ﾉ?���,ﾉ4��捕ll二領 偬��節 剞燒ｾ 
区分 冖ﾘｦY?｢�

I-.般会計繰入金 ��c"ﾃ�コ�8,173 ��s�ﾃ#S��4功:務砕繰入金 唐ﾃ�s2�事務17.?繰入金の増 (合計】7,938) 

汁 ��c"ﾃ�コ�8,173 ��s�ﾃ#S�� �� 

6款　繰入金　　2枚　基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(弔侃千円)

目 竸)�9��,ﾉ/r�補正抑 偬��節 剞燒ｾ 
rr/J} 仞�ｧ｢�

l財政調缶基金繰 鉄R�3�B�△3ノ1,964 �#�ﾃ3C��1基金繰入金 ��#3Bﾃ田B�基金繰入金の枇 

入金 劔�(合計20,340) 

汁 鉄Rﾃ3���△34.964 �#��3C�� �� 

7款　繰越金　1項　繰越金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千rT])

∩ 竸)�9��,ﾉ4��捕正禎 偬��節 剞燒ｾ 
t&分 仞�Eｲ�

1練越金 ���51.455 鉄�ﾃCSb�1組1越金 鉄�ﾃCSR�隷越金の糊 (合計51.456) 

汁 ���51,455 鉄�ﾃCSb� �� 

4,1次iF詩文出金　6歳　繰入金　7′訣　繰越金　1　3-
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3　歳　　　出

1,1次　総務ぎ1･　1Tl'i　総務笥理tlI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位丁一円)

目 竸)�9���,ﾈﾊb� 佗b�補正宅Ro)財壮内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財掠 剪�一生分 仞�W��

地方侃 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

1-般乾性幹 �2津csb�8,443 鼎�ﾆﾆﾆr�(Lrた) 270 ��(繰) a,173 ��2給料 釘ﾃ3SR�FrLLin人件才'Iの増8′173(計16.938) 給料4.355(引8.284) 鵬以T-当T.:2.521(計6,010) 典済相一.297(i712,GOO) 一一一般管理於の増270(計23.181) 委託料270(計12.284) 剛果制度改中二に伴う田保啓莞卓抜告システム改修繋務委 託料 

3舵員TL.当)等 �"ﾃS#��

4)し折r( ��ﾃ#途�

13委託料 �#s��

引 �8�｢ﾃcsb�8,443 鼎�ﾃ����270 ��8,173 �� �� 

2,1次　保険給付野　　1Ⅰ上1療弟諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(附立千LLj)

目 竸)�6牝･F��,ﾄ偬�� 佗b�補正蝕の財緑内訳 劔川】 剞燒ｾ 特定財㍍ミ 剪�区分 仞�ｧ｢�

fl県支出金 �&饑ｸ鹸�その他 

2j馴成被保険者 �?｢�3���2,939 ��Bﾃ#3��(県) 2.939 �� ��19負粒食､1-lli �"纉6r�退職筏被保険者等療哀'iE給付費の相2,939(計ー1,239) 

等糖衣給付蔚 劔劔助及び交ィ.( 金 剪似}金､補助及び交付金2,939(計14.239) 退糊被保険者等療美奈別寸邪.2,939(.jLE14,230) 

i十 �"��3(�ﾃ3cr�2,939 �"ﾃ�3R�3�b�2,939 �� �� �� 

1歳　総務'f7　2,1次　保抜給付茄　　-　　5一



2歳　供映給日光･ 3,ii L玉低位)ぶ保r炎串荒む納付金　　-　　6

2J決　保険給付f-?　　2Ti'1高緬兆ミi'iR　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(叫､Ii　千PJ)

日 薄ﾆ育����,ﾉl��揃正衛 �ｨﾋ謦�与zij正恕jの朋子:jここ内訳. 劔ilh 剞燒ｾ 特Jji'肘拓と 剪�ドゥ 仞�ｼ����

rけt支出金 ��その他 

1-tjiitJ彼供険薪 �3#RﾃC���6,080 �38�｢ﾃS)?｢�(L/㌔) 6.080 �� ��ー9fl担令､TLiーi 澱�����-一一-(ikrh祇供快jL7-,77;加療i'a_TlのtlL'6,080(計331,528) 

1-1塙宅j7拙品行 劔劔助及び交付 十 剳雨Ll企,泊t助及び交付金6,080(計331.528) --般被媒険者高緬FJt(益軒6,080(計331.528) 

2i馴淡被保院者 �"ﾃ3s��357 �"縱#r�(県) 357 �� ��19負粗金､榔 �3Sr�退城搬保1:jl者等砧伽療益打の増357(計2.727) 

等両独療弟抑 劔劔助及び交付 金 剳於}企､hli助及び,交付金357(Ttl2,727) 退焔綬風論者等rf:;御拙iui.甜357(計2,727) 

汁 �3#づ�s��6,437 �33B緜�b�6,437 �� �� �� 

3,1大　田民健脚呆険13i慧群納付金　　1 IITi　医琉給付Tl納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　丁一rJJ)

目 ��ｦ�?���������祐il=.あー 偵s���附正絹の肘拓く内訳 劔節 剞燒ｾ 
一指月州;i ��ｹZ｢�企触 

〔享】ytt文ILr-I企 �&饑ｹHﾂ�その他 

1.線彼保ll'A楢- 鉄���3#b�30,276 鉄8�｢ﾃd2ﾓ"� �� �3��#sb�19負拙企､1-I:-J- �3�ﾃ#sb�-)']2祇保抜JI.恢城給付茄,納付金の増 

r5;_媒モ給付ゴrt納 劔劔肋及び交付 �30.276(計531,602) 

付令 劔劔.ド 剳薗S令､‡山助及び交付金30,276(-.7ー531,602) -般械保旗者rf_披jTn～付ii,納付金 30,276(.汁531,602) 

2退Jfi-糾射呆快音 售�ﾃc�2�△211 ��紊s"� �� ��##���19負仲介､1irJ' �(�##���退打:ji披保1:j3着等医放給付で11.納付余のi成 

で;-,[5i桁給1LTゴー～ 劔劔助及び交付 凵｢2H(計1,-172) 

企 剳永n_食､1.r1号助及び交H.余△211(計1.172) 退城械侃快音等医)Ir-:そ,:I_:汁Trl納付金 △2日(ll+4.Ll72) 

汁 鉄�b津��ｳ���30.065 鉄3b��s�� �� �3���cR� �� 



3款　国民健康保険事業鍵納付金　　2項　後期高齢者支援金等納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位●千円)

u 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補iTT.髄の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 棉.i:uI汁 劍自Lｨﾞ�|ﾘｹ��区//} 仞�l��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1-般被保険者 ��s�ﾃ田��△20,967 ��S�ﾃ���� �� ��##�ﾃ田r�19負担金､補 ��##�ﾃ田r�一般被保険者後期高齢者支援金等納付金の減 

後期高齢祈支 劔劔助及び交付 凵｢20,967(計150,001) 

損金等納付金 劔劔金 剳薗S金､補助及び交付金△20,967(計150.001) 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 △20,967(計】50,001) 

2退職被保険者 �"ﾃ#�R�△496 ��ﾃs��� �� ��#C澱�19負担金､補 ��#C澱�退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金の減 

等後期血齢者 劔劔助及び交付 凵｢496(計1,709) 

支援金等納付 a 劔劔企 剿ﾆ拍金,補助及び交付金△496(計1,709) 退職被保険者等後期高齢祈支援金等納付金 △496(計1,709) 

rH. ��s2ﾃ�s2�△21,463 ��S�ﾃs��� �� ��##�ﾃCc2� �� 

3款　国民健康保険事業費納付金　　3項　介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

臼 竸&ﾊ)���,ﾈｧ｢�補LT--.額 偬��補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特kJ財源 剪ﾙLｨﾞ�决�EXi分 鐙6y'��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1介護納ィ､Jー金 田bﾃ3s��△9,535 鉄bﾃ�3b� �� ��#津S3R�19負担金､補 助及び交付 金 ��#偵S3R�介護納付金の減△9.535(計56,836) 負担金､補助及び交付金△9,535(計56,836) 一一.般被保険者介護納付金△9,535(計56,836) 

計 田bﾃ3s��△9,535 鉄bﾃ�3b� �� ��#津S3R� �� 

3歳　国民健康保険事業費納付金　　-　　7-



4歳　保健事菜貯　6,挟　諸支出金　　一　　8-

4品k　保健事弟節　1Jfi　特定健康uq2;盃等串空費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(i抑Il-l T円)

日 僞ｸ鉉���,ﾈ鋐��描LLff �)?｢�補正加の月が城内訳 劔iS 剞澂J)i 特riE財探 劒YLｨﾞ�wﾒ�区分 舒��靫��

T.lyP{支出金 �&饑ｹe���その他 

]特定縫1;k診査 �3B經#R�2.288 �3b繝�2� �� �"ﾃ#モ�23佑道徳､利 �"ﾃ#モ�特定他校言タ盃等事禁兜のlL12.288(言136.8】3) 

等恥業費 劔劔十及び割引 料 剽C迎金､糾+及び割引料2.288(計2,288) 

汁 �3B經#R�2.288 �3b繝�2� �� �"ﾃ#モ� �� 

6歳　諸jlHLii金　1項　鮎過食及び退ィ.川畑金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位i=rll)

R 傀9�9���,ﾈ･��舶正和 偬��ネ片川:.額の財節内訳 劔節 剞燒ｾ 
-股財仰 仞iZ｢�金循 

地方仏 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

3イ'i■ii蛋金 釘�15,136 ��R��C�� �� ��Rﾃ�3b�231iri'i;in金､利 子及び割引 料 ��Rﾃ�3b�国縫支出金仔iJ退金のE:JJ15,136(計15.140) iii述食,刺+及び割引料15,】36(計ー5,110) 

汁 迭�#cB�15,136 �#�ﾃC��� �� ��Rﾃ�3b� �� 



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 後 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��"�310 �� �� �3��� �3��� 

計 ��"�310 �� �� �3��� �3��� 

捕 ｣上 孤 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��"�3】0 �� �� �8fﾆ�� �3��� 

盲十 ��"�310 �� �� �3��� �3��� 

比 較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 �� �� �� �� �� 

計 �� �� �� �� �� 

給与費明細書　　-　　9-



給与･費明細書　　-　10-

2　　一　般　職

(1)総　括

区分 ��X什�B�給bA-費 劔[ｨﾜ���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TE後 �"�R,284 澱�����】4,294 �"ﾃc���16,894 ��

補正前 ��｢�3,929 �2紊ヲ�7.J118 ��ﾃ3�2�8,721 ��

比較 ���4,355 �"經#��6,876 ���#途�8,173 ��

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�tｒ�(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

補正後 ��cb�288 �3�"� 鼎#b� �� �3"�

補正前 ��cb�288 �3�"� 鼎#b� �� �3"�

比較 �� �� �� �� ��

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 �� ��ﾃン��1,249 塔��1,550 �� ��

補正前 �� 塔�"�587 鉄��735 �� ��

比較 �� ��ﾃ��r�_662 �3r�815 �� ��



(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢���tｒ�増減事由別内訳 (千円) 剞燒ｾ 儖Xﾖﾂ�

給料 ��ﾃ3SR�給料改定に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 釘ﾃ3SR�職凸の異動による増 ��

職員手当 �"ﾃS#��制度改正に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 �"ﾃS#��臓月の異動による増 ��
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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1号)
1　総　　　　括

(歳　　　入)
(単位:千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 刹色}正予算額 侏ｸﾇb�
予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 

1 ��i|8�?ﾂ�47,174 鼎偵��0 鼎rﾃ�sB��48.8 

2 俶yw�{��-�詹�I{��427 ��紕�0 鼎#r�0.4 

3 估ｩ?ﾈｾ��47,951 鼎偵��△11,017 �3bﾃ�3B�38.2 

4 估ｨ葎ｾ��1 �����1L1,664 免ﾂﾃccR�12.0 

5 傚H�?ﾂ�552 ��綯�0 鉄S"�0.6 

歳入合計 �96,105 �������647 涛bﾃsS"�100.0 

国民健頗保険特別会計直営診療施設勘定　　-　13一
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(歳　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ 予算額 侏ｸﾇb�竸)�9uﾈ螽･�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�特定財源 劍自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��68,499 都��2�647 田津�Cb�71.5 �� ��#��ﾃ��r�ll,664 

2 �8ｼiN��27,506 �#ゅb�0 �#rﾃS�b�28.4 �� �� 

3 冰ﾉOYN��100 �����0 �����0.1 �� �� 

一歳出合計 �96,105 �������.647 涛bﾃsS"�100.0 �� ��#��ﾃ��r�ll,664 



2　歳　　　入

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 � 
区分 仞�ｧ｢�

1一般会計繰入金 鼎"ﾃ����△11,017 �3�ﾃ涛��1-般会計繰入金 ��#��ﾃ��r�一般会計繰入金の一成 (合計30,99ー) 

汁 鼎rﾃ鉄��△11,017 �3bﾃ�3B� �� 

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

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1繰越金 ���ll,664 免ﾂ緜cR�1繰越金 免ﾂﾃccB�繰越金の増 (合計11,665) 

計 ���ll,664 免ﾂ緜cR� �� 
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3　歳　　　出

1款　総務費　　1項　施設管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 剪ﾙLｨﾞ�氓�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1-般管理費 田rﾃc���647 田ゅ33r� ��(繰) △11,017 免ﾂﾃccB�2給料 ��｣C"�職員人件費の増299(計51,490) 給料112(計18,613) 職員手当等113(計26,212) 共済費44(計6,520) 一般管理費の増348(計16,8Ll7) 需用費42(計2,059) 役務費56(計918) 使用料及び賃借料78(計2,579) 工事請負費172(計172) インターネット回線引込み工事請負費 

3職員手当等 ���2�

4共済費 鼎B�

11需用費- 励C"�

12役務費 鉄b�

14使用料及び 賃借料 都��

15工事請負費 ��s"�

計 田rﾃ����647 田づCSb� ��△11,017 免ﾂﾃccB� �� 
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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) 

補 正 後 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 釘�7,986 �� �� 途ﾃ塔b�1,181 湯ﾃ�cr� 

計 釘�7,986 �� �� 途ﾃ塔b�1,181 湯ﾃ�cr� 

補 正 節 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 釘�7,986 �� �� 途ﾃ塔b�1,181 湯ﾃ�cr� 

計 釘�7,986 �� �� 途ﾃ塔b�1,181 湯ﾃ�cr� 

比 較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 �� �� �� �� �� 

計 �� �� �� �� �� 
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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 釘�18,613 �#bﾃ#�"�44,825 澱ﾃS#��51,345 ��

補正前 釘�18,471 �#bﾃ�湯�44,570 澱ﾃCsb�51,046 ��

比較 ��142 ���2�255 鼎B�299 ��

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 田c"�144 ��8,136 田C2� �� �3��

補正前 田c"�144 ��8,136 田C2� �� �3��

比較 �� �� �� �� ��

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 鼎S2� 釘ﾃS#��2,887 �#cb�3,481 ��4,972 ��

補正前 鼎S2� 釘ﾃCsb�2,853 �#cb�3,455 ��4,972 ��

比較 �� 鉄2�34 ��26 �� ��



(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 ��C"�給料改定に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 ��C"�職員の昇格による増 ��

職員手当 ���2�制度改正に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 ���2�職員の昇格による増 ��
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