
-181-１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 51,826 69,139 △17,313 243 300 9,987  2 給料 12,458 職員人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,123

(県) (繰) 　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,458

11,032 25,764  3 職員手当等 8,687 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,687

(諸) 　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,913

4,500  4 共済費 3,913 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　65

一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,703

 8 旅費 71 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,004

10 需用費 1,004 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,346

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,378

11 役務費 4,346 　　　保険者事務共同データ作成業務委託料

　　　国保情報データベースシステム保守業務委託料

12 委託料 11,378 　　　診療報酬明細書点検業務委託料

　　　岩手県国民健康保険団体連合会共同電算業務委託料

18 負担金、補 9,969 　　　オンライン資格確認等に係るシステム改修委託料

助及び交付 　　　市町村事務処理標準システム導入準備委託料

金 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 9,904

　　　岩手県国民健康保険団体連合会負担金　　　　 4,107

　　　市町村事務処理標準システムクラウド構築負担金　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,787

　　　オンライン資格確認等に係る運営負担金　　　　　10

計 51,826 69,139 △17,313 11,275 30,564 9,987



182--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 5,928 5,378 550 5,928  8 旅費 39 徴税費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,928

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39

10 需用費 617 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 617

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,395

11 役務費 1,395 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,819

　　　国民健康保険事業課税状況資料作成業務委託料

12 委託料 2,819 　　　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

13 使用料及び 1,033 　　　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　　　　　　　　　　　　　　　 1,033

26 公課費 25 　公課費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25

　

　

計 5,928 5,378 550 5,928

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 359 425 △66 359  1 報酬 310 運営協議会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 359

　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 310

 8 旅費 34 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6

10 需用費 6 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　 9

　　　岩手県国保運営協議会負担金　　　　　　　　　　 9



-183-１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）

18 負担金、補 9

助及び交付

金

計 359 425 △66 359

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 1,946,998 1,944,429 2,569 1,946,998 18 負担金、補 1,946,998 一般被保険者療養給付費　　　　　　　　　　　 1,946,998

療養給付費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　 1,946,998

金 　　　一般被保険者療養給付費　　　　　　　　 1,946,998

(県)

 2 退職被保険者 200 6,373 △6,173 200 18 負担金、補 200 退職被保険者等療養給付費　　　　　　　　　　　　　 200

等療養給付費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 200

金 　　　退職被保険者等療養給付費　　　　　　　　　　 200

(県)

 3 一般被保険者 12,834 12,221 613 12,834 18 負担金、補 12,834 一般被保険者療養費　　　　　　　　　　　　　　　12,834

療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　12,834

金 　　　一般被保険者療養費　　　　　　　　　　　　12,834

(県)

 4 退職被保険者 20 131 △111 20 18 負担金、補 20 退職被保険者等療養費　　　　　　　　　　　　　　　　20

等療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　20

金 　　　退職被保険者等療養費　　　　　　　　　　　　　20

　　



184--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）

 請求明細書審査委託料　　　　　　　　　　　　　　 5,336

 5 審査支払手数 5,336 5,220 116 5,336 12 委託料 5,336 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,336

料 　　　診療報酬請求明細書審査委託料

　　

計 1,965,388 1,968,374 △2,986 1,960,052 5,336

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 337,568 323,802 13,766 337,568 18 負担金、補 337,568 一般被保険者高額療養費　　　　　　　　　　　　 337,568

高額療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 337,568

金 　　　一般被保険者高額療養費　　　　　　　　　 337,568

(県)

 2 退職被保険者 50 1,357 △1,307 50 18 負担金、補 50 退職被保険者等高額療養費　　　　　　　　　　　　　　50

等高額療養費 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　50

金 　　　退職被保険者等高額療養費　　　　　　　　　　　50

(県)

 3 一般被保険者 500 351 149 500 18 負担金、補 500 一般被保険者高額介護合算療養費　　　　　　　　　　 500

高額介護合算 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 500

療養費 金 　　　一般被保険者高額介護合算療養費　　　　　　　 500

(県)

 4 退職被保険者 10 10 0 10 18 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 338,128 325,520 12,608 338,128



-185-２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 18 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 18 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 18 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 12 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



186--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 3,000 0 3,000 18 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 3,000 0 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 541,343 518,182 23,161 74,335 118,986 346,922 18 負担金、補 541,343 一般被保険者医療給付費納付金　　　　　　　　　 541,343

医療給付費納 (諸) 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 541,343

付金 1,100 金 　　　一般被保険者医療給付費納付金　　　　　　 541,343

△ 退職被保険者 0 826 △826 （廃目）

等医療給付費

納付金

計 541,343 519,008 22,335 74,335 120,086 346,922



-187-３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 132,746 147,902 △15,156 132,746 18 負担金、補 132,746 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金　　　　　 132,746

後期高齢者支 助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　 132,746

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　　 132,746

△ 退職被保険者 0 316 △316 （廃目）

等後期高齢者

支援金等納付

金

計 132,746 148,218 △15,472 132,746

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 52,254 52,489 △235 52,254 18 負担金、補 52,254 介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,254

助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　52,254

金 　　　一般被保険者介護納付金　　　　　　　　　　52,254

　

　

　

計 52,254 52,489 △235 52,254



188--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 31,112 33,945 △2,833 22,920 970 7,222  7 報償費 36 特定健康診査等事業費　　　　　　　　　　　　　　31,112

等事業費 　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36

 8 旅費 111 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,082

10 需用費 1,082 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,047

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,733

11 役務費 1,047 　　　特定健康診査業務委託料

　　　特定保健指導業務委託料

12 委託料 28,733 　　　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

13 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

18 負担金、補 100 　　　特定保健指導プログラム参加負担金　　　　　　　70

助及び交付 　　　研修会出席者負担金　　　　　　　　　　　　　　30

金 　

　

　

　

計 31,112 33,945 △2,833 22,920 970 7,222



-189-４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）

 

 1 保健衛生普及 4,933 4,810 123 4,933  8 旅費 362 保健衛生普及費　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,933

費 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 362

10 需用費 296 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 296

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 135

11 役務費 135 　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　 515

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　 3,625

13 使用料及び 515 　　　基本健康診査負担金　　　　　　　　　　　　　　60

賃借料 　　　各種検診負担金　　　　　　　　　　　　　　 2,555

　　　人間ドック補助金国保会計負担金　　　　　　　 950

18 負担金、補 3,625 　　　学会・研修会等負担金　　　　　　　　　　　　　60

助及び交付

金

計 4,933 4,810 123 4,933

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 24 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



190--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 22 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 22 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 2 0 2 22 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 22 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 22 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 5,262 0 5,262



-191-６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 5,652 5,885 △233 5,652 27 繰出金 5,652 直営診療施設勘定繰出金　　　　　　　　　　　　　 5,652

勘定繰出金 　繰出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,652

計 5,652 5,885 △233 5,652

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


