
国民健康保険事業特別会計



議案第6号

平成30年度留萌市国民健康保険事業特別会計予算

平成30年度留萌市の国民健康保険事業特別会計予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ2,064,183千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣

による｡

(歳出予算の流用)

第2条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は､次のとおりと定める｡

(1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用｡

(一時借入金)

第3条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､

1,000,000千円と定める｡

平成30年2月6日提出

留萌市長　　高　橋　定　敏
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第1表　歳入歳出予算

1　歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

款 俘��金額 

l国民健康保険税 ��297,406 

l国民健康保険税 �#途ﾃC�b�

2道支出金 ��1,559,010 

1道補助金 白ﾃSS津����

3財産収入 ��10 

1財産運用収入 ����

4繰入金 ��202,868 

1繰入金 �#�"ﾃツ��

5繰越金 ��1 

1繰越金 ���

6諸収入 ��4,888 

1延滞金､加算金及び過料 白ﾃ����

2受託事業収入 ��ﾃc3b�

3雑入 �"ﾃ#S��

歳入合計 �2,064,183 
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2　歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

款 俘��金額 

1総務費 ��52,012 

l総務管理費 鼎�ﾃ�唐�

2徴税費 �2ﾃSSb�

3運営協議会費 ��s��

4特別対策事業費 唐ﾃ�モ�

2保険給付費 ��I,526,394 

1療養諸費 ��ﾃ332ﾃC�R�

2高額療養費 ��コﾃ�sR�

3移送費 免��

4出産育児諸費 澱ﾃ3�B�

5葬祭諸費 ��ﾃS���

3国民健康保険事業費納付金 ��459,359 

1国民健康保険事業費納付金 鼎S津3S��

4共同事業拠出金 ��10 

1共同事業拠出金 ����

5保健事業費 ��25,298 

l特定健康診査等事業費 ��づ33R�

2保健事業費 澱ﾃ田2�

6基金積立金 ��10 

l基金積立金 牝��

7公債費 ��loo 

1公債費 免��

8予備費 ��1,000 

1予備費 ��ﾃ����

歳出合計 �2,064,183 
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1　総　括

歳入歳　出　予　算　事項別　明　細　書

(歳　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

款 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂Hｧ"�

1国民健康保険税 �#途ﾃC�b�305,381 ��#rﾃ都R�

2道支出金 ��ﾃSS津����126,059 亦ﾃC3"ﾃ鉄��

3財産収入 牝��0 牝��

4繰入金 �#�"ﾃツ��308,492 ��#��Rﾃc#B�

5繰越金 白�I ���

6諸収入 釘ﾃャ��4,807 塔��

○国庫支出金 ���573,715 ��#Ss2ﾃs�R�

○療養給付費等交付金 ���70,499 ��#s�ﾃC湯�

○前期高齢者交付金 ���762,945 ��#sc"ﾃ鼎R�

○共同事業交付金 ���548,244 ��#SCづ#CB�

歳入合計 �"ﾃ�cBﾃ��2�2,700,143 ��#c3Rﾃ田��

-197-



(歳　出)

款 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂Hｧ"�

1総務費 鉄"ﾃ��"�77,091 ��##Rﾃ�s��

2保険給付費 白ﾃS#bﾃ3釘�1,652,370 ��#�#Rﾃ都b�

3国民健康保険事業費納付金 鼎S津3S��0 鼎S津3S��

4共同事業拠出金 ����588,037 ��#Sモﾃ�#r�

5保健事業費 �#Rﾃ#唐�25,711 ��#C�2�

6基金積立金 牝��0 ����

7公債費 �����100 ���

8予備費 ��ﾃ����1,000 ���

○後期高齢者支援金 ���262,363 ��##c"ﾃ3c2�

○前期高齢者納付金 ���887 ��#ャr�

○老人保健拠出金 ���116 ��#��b�

○介護納付金 ���92,468 ��#�"ﾃCc��

歳出合計 �"ﾃ�cBﾃ��2�2,700,143 ��#c3Rﾃ田��
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(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳 

特定財源 劔一般財源 

国庫支出金 �;倡因���地方債 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

8,911 �� 鼎2ﾃ����

1,526,394 �� ��

14,557 �� 鼎CBﾃ��"�

10 

9,148 ��1,636 ��BﾃS�B�

10 ��

100 

I,000 

1,559,010 ��I,646 鉄�2ﾃS#r�
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2　歳　入

(款)　1国民健康保険税
(項)　1国民健康保険税

款項目 劔本年度 ����7��比較 

1 �� 俛�j�(ﾔ饐ｸﾊ��R�297,406 �3�Rﾃ3���△7,975 

I ��国民健康保険税 �#途ﾃC�b�305,381 ��#rﾃ都R�

I �ｩLｩNﾙ]ｸﾊ�(ﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ��R�291,049 �#澱ﾃ�CB�△5,095 

2 ����YNﾙ]ｸﾊ�)9俛�j�(ﾔ饐ｸﾊ���R�6,357 湯ﾃ#3r�△2,880 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1医療給付費 �#��ﾃ332�SBﾃS����Rﾃ3#b��Bﾃ33B�2ﾃssB��ﾃs���1現年課税分 

分現年課税 分 �221,733×90.8% 

2後期高齢者 �1現年課税分 
支援金分現 年課税分 �60,024×90.8% 

3介護納付金 �1現年課税分 
分現年課税 分 4医療給付費 �17,657×86.8% 

1滞納繰越分 
分滞納繰越 分 �62,870×22.8% 

5後期高齢者 冤滞納繰越分 
支援金分滞 納繰越分 �16,552×22.8% 

6介護納付金 �1滞納繰越分 
分滞納繰越 分 �7,812×22.8% 

1医療給付費 �2ﾃsc2��ﾃ����SS��s����ビ��C��1現年課税分 

分現年課税 分 �4,140×90.9% 

2後期高齢者 �1現年課税分 
支援金分現 年課税分 �1,103×90.8% 

3介護納付金 冤現年課税分 
分現年課税 分 4医療給付費 �608×91.9% 

l滞納繰越分 
分滞納繰越 分 5後期高齢者 �3,068×22.8% 

1滞納繰越分 
支援金分滞 納繰越分 �818×22.8% 

6介護納付金 冤滞納繰越分 
分滞納繰越 分 �647×22.8% 
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(款)　2　道支出金
(項)　1道補助金

款項目 劔本年度 ����7��比較 

2 �� �;倡因���I,559,010 ��#bﾃ�S��I,432,951 

1 ��道補助金 白ﾃSS津����104,035 白ﾃCSBﾃ都R�

1 兢ｸﾊ�ｹWIN�9佰�WHｾ��1,559,010 ���1,559,010 

○ 俥��ﾙ+)�靠�WHｾ��0 ���Bﾃ�3R�△104,035 

○ ��道負担金 ���22,024 ��##"ﾃ�#B�

○ 俘(ｧｨ�9|9N�I:�hｼiX�%8ｾ��0 ��津ンR�△19,895 

○ �<�.伊(ﾔ��hﾛ�9儿�%8ｾ��0 �"ﾃ�#��△2,129 

3 �� 俥�蝌�?ﾂ�10 ���10 

1 ��財産運用収入 ����0 ����

1 舒霎�暮w��?ﾂ�10 ���lO 

4 �� 估ｩ?ﾈｾ��202,868 �3�づC�"�△105,624 

1 ��繰入金 �#�"ﾃツ��308,492 ��#��Rﾃc#B�

I �ｩLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��202,868 �#�"ﾃC�"�△9,624 

○ 舒霎�ﾄｩ?ﾈｾ��0 涛bﾃ����△96,000 

5 �� 估ｨ葎ｾ��1 ���0 

I ��繰越金 ���1 ���

1 估ｨ葎ｾ��I ���0 

6 �� 傚H�?ﾂ�4,888 釘ﾃ��r�81 

I ��延滞金､加算金及び過料 白ﾃ����I,001 ���

1 �I�粟��I,000 ��ﾃ����0 

2 ����1 ���0 

2 ��受託事業収入 ��ﾃc3b�1,556 塔��

1 �<�.伊(ﾔ��hﾛ�9假9�Y{��1,636 ��ﾃSSb�80 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1普通交付金 ��ﾃS#bﾃ3釘�l普通交付金 

2特別交付金 �3"ﾃc�b�l保険者努力支援分3,936 
2特別調整交付金13,365 
3道繰入金11,370 
4特定健康診査等負担金3,945 

l基金運用収 入 ����1国民健康保険基金運用収入 

l一般会計繰 入金 �#�"ﾃツ��I-般会計繰入金 

1前年度繰越 金 ���l前年度繰越金 

1延滞金 ��ﾃ����l延滞金 

1過料 ���1過料 

1特定健康診 査等受託料 ��ﾃc3b�1特定健康診盃等受託料 
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(款)　6　諸収入

(項)　3　雑　　入

款項目 劔本年度 ����7��比較 

3 ��雑入 �"ﾃ#S��2,250 白�

1 ��h蓼�)EｹWHｾ��2,000 �"ﾃ����0 

2 兢IEｸｾ��200 �#���0 

3 處9wｹN�9倡y.委iN�Hｭ(ｾ��50 鉄��0 

4 倅y?ﾂ�1 ���1 

○ �� 俛�ﾌ倡因���0 鉄s2ﾃs�R�△573,715 

○ ��国庫負担金 ���380,792 ��#3��ﾃs�"�

○ 處9wｸｸｹWIN�9儿�%8ｾ��0 �3Sづscr�△358,767 

○ 俘(ｧｨ�9|9N�I:�hｼiX�%8ｾ��0 ��津ンb�△19,896 

○ �<�.伊(ﾔ��hﾛ�9儿�%8ｾ��0 �"ﾃ�#��△2,129 

○ ��国庫補助金 ���192,923 ��#��"ﾃ�#2�

○ 俥��ﾙ+)�靠�WHｾ��0 ��srﾃs�"�△177,702 

○ 俛�j�(ﾔ饐ｸﾊ��y7渥hﾅxｼik����OX馼ｼiN�(�ｾ��0 ��Rﾃ##��△15,221 

○ �� 處9wｸｸｹWIN�9佰�WHｾ��0 都�ﾃC湯�△70,499 

○ ��療養給付費等交付金 ���70,499 ��#s�ﾃC湯�

○ 處9wｸｸｹWIN�9佰�WHｾ��0 都�ﾃC湯�△70,499 

○ �� ���ｨﾘ)~竟(ﾏ�WHｾ��0 都c"ﾃ鼎R�△762,945 

○ ��前期高齢者交付金 ���762,945 ��#sc"ﾃ鼎R�

○ ���ｨﾘ)~竟(ﾏ�WHｾ��0 都c"ﾃ鼎R�△762,945 

○ �� 仄I:�hｼhﾏ�WHｾ��0 鉄Cづ#CB�△548,244 

○ ��共同事業交付金 ���548,244 ��#SCづ#CB�

○ 仄I:�hｼhﾏ�WHｾ��0 鉄Cづ#CB�△548,244 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1第三者納付 金 �"ﾃ����l第三者納付金 

l返納金 �#���1不当利得返納金 

1療養費等指 定公費返還 金 鉄��1療養費等指定公費返還金 

1雑入 ���l雑収入 
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3　歳　出

(款)　1総務費
(項)　1総務管理費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

I i �� ��ﾙk�N��52,012 都rﾃ����△25,079 唐ﾃ����43,101 

1 ��総務管理費 鼎�ﾃ�唐�63,269 ��##2ﾃ�s��2,945 �3rﾃ�S2�

1 �ｩLｨｬyyﾙN��39,278 田"ﾃ3�"�△23,104 �;倡因���"ﾃ鼎R�36,333 

2 刋�ﾘx檠X�%2�ｾ��820 塔ビ�△67 ��820 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

l報剛 白ﾃs���7-01その他の事務 

2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 19負担金､補 ��Bﾃ#S��づ�S"�Bﾃc3��##"�Cモ�BﾃSモ�c���Bﾃs#r�(I)一般管理事業39,278 

嘱託職員報酬(1,718) 
職員給料(14,251) 

扶養手当(318) 

期末手当(3,241) 

勤勉手当(2,244) 
寒冷地手当(315) 
時間外勤務手当(998) 
通勤手当(48) 
住居手当(588) 
児童手当(300) 
共済組合負担金(4,334) 
公務災害補償基金納付金(24) 
嘱託職員社会保険料(273) 
普通旅費(222) 

助及び交付 剌ﾁ耗品費(360) 
金 刪��ｻ本費(128) 

通信運搬費(2,720) 
診療報酬明細書点検事務等電算手数料(I,815) 
診療報酬明細書電算処理システム手数料(53) 
特別療養費調査委託料(2) 
被保険者証印刷業務委託料(432) 
国保電算システム保守委託料(167) 
国保保険者ネットワーク負担金(236) 
北海道クラウド運用負担金(3,539) 
月報クラウド運用負担金(242) 
国保情報集約システム負担金(710) 

19負担金､補 助及び交付 金 塔#��7-01その他の事務 

(1)北海道国民健康保険団体連合会負担金820 
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(款)　1総務費
(輿)　2　徴税費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

2 ��徴税費 �2ﾃSSb�3,476 塔�� �2ﾃSSb�

I 儿ｨ攣*X�N��3,556 �2ﾃCsb�80 ��3,556 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

4共済費 塔b�7-01その他の事務 

7賃金 9旅費 ll需用費 12役務費 23償還金､利 子及び割引 料 鉄3����S�R�����津S���(1擬収納対策等)1鴇 

(2讃*三算金.:',,,薫;4g)) 
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(款)　l　総務費
(項)　3　運営協議会費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

3 ��運営協議会 費 ��s��171 ��#�� ��s��

I �阮8ｺhｶ8橙�N��170 ��s��△1 ��170 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

l報剛 ��c"�7-01その他の事務 

9旅費 唐�(1)運営協議会事業170 

国曇健賞保鶉詳鷺簸藷酬(162) 

費用弁償(8) 

-211-



(it) I 4総晶罵策事業費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

4 ��特別対策事 業費 唐ﾃ�モ�10,175 ��#�ﾃ塔r�5,966 �"ﾃ##"�

1 假ｹEｹzhﾏﾈ�2�<�¥ｩ�鞜H饕�ｼiN��2,434 �"ﾃ#c��166 �;倡因���"ﾃC3B� 

2 �9|9N�4ｹ�2�峪<�¥ｩ�鞜B�馼ｼiN��5,754 途ﾃ��r�△2,153 �;倡因���2ﾃS3"�2,222 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分金額 

l報剛 白ﾃc迭�7-01その他の事務 

4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 �#s"���#���#C��(1)収納率向上特別対策事業2434 

醗険料(1簿 

l報剛 �2ﾃc途�3-05社会保障の充実 

4共済費 9旅費 ll需用費 12役務費 鉄cb�Cr�#S���ﾃ�ッ�(1)医療費適正化特別対策事業5754 

蹴雑用差額通知作成手数料(3簿 
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(款)　2　保険給付費

(項)　1療養諸費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�

特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

2 �� 兢ｸﾊ�ｹWIN��I,526,394 白ﾃcS"ﾃ3s��△125,976 ��ﾃS#bﾃ3釘� 

I ��療養諸費 白ﾃ332ﾃC�R�1,443,477 ��#���ﾃ�c"�I,333,415 ��

1 �ｩLｩNﾙ]ｸﾊ���)|9wｸｸｹWB���1,304,991 ��ﾃ3��ﾃSS2�△76,562 �;倡因����ﾃ3�Bﾃ涛�� 

2 ����YNﾙ]ｸﾊ���)9處9wｸｸｲ�WIN��19,294 鉄�ﾃ��"�△32,518 �;倡因����津#釘� 

3 �ｩLｩNﾙ]ｸﾊ���)|9wｹN��5,862 澱ﾃcsr�△815 �;倡因���Rﾃツ"� 

4 ����YNﾙ]ｸﾊ���)9處9wｹN��100 ��c��△61 �;倡因������� 

5 ��(ﾛ育瓜X薰��I{��3,168 �2ﾃ#sB�△106 �;倡因���2ﾃ�c�� 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 白ﾃ3�Bﾃ涛��3-05社会保障の充実 

(1)一般被保険者療養給付費1,304,991 

19負担金､補 助及び交付 金 ��津#釘�3-05社会保障の充実 

(1)退職被保険者等療養給付費19,294 

19負担金､補 助及び交付 金 迭ﾃツ"�3-05社会保障の充実 

(1)一般被保険者療養費5,862 

19負担金､補 助及び交付 金 �����3-05社会保障の充実 

(I)退職被保険者等療養費lOO 

12役務費 �2ﾃ�c��3-05社会保障の充実 

(1)診療報酬明細書審査支払手数料3,168 
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(款)　2　保険給付費

(項)　2　高額療養費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�

特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

2 ��高額療養費 ��コﾃ�sR�202,009 ��#�bﾃ�3B�185,075 ��

1 �ｩLｩNﾙ]ｸﾊ���(ﾘ(ｧｩ|9wｲ���180,770 ��モﾃャ2�△8,113 �;倡因������ﾃss�� 

2 ����YNﾙ]ｸﾊ���)9俘(ｧｩ|2�wｹN��4,055 ��"ﾃ�#b�△8,871 �;倡因���Bﾃ�SR� 

3 �ｩLｩNﾙ]ｸﾊ���(ﾘ(ｧｨ櫁ﾎﾂ�ﾘx蟀|9wｹN��200 ��S��50 �;倡因���#��� 

4 ����YNﾙ]ｸﾊ���)9俘(ｧｨ樞�ﾎﾈﾘx蟀|9wｲ���50 鉄��0 �;倡因���S�� 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 ����ﾃss��3-05社会保障の充実 

(1)一般被保険者高額療養費180,770 

19負担金､補 助及び交付 金 釘ﾃ�SR�3-05社会保障の充実 

(1)退職被保険者等高額療養費4,055 

19負担金､補 助及び交付 金 �#���3-05社会保障の充実 

(1)一般被保険者高額介護合算療養費200 

19負担金､補 助及び交付 金 鉄��3-05社会保障の充実 

(I)退職被保険者等高額介護合算療養費50 
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(款)　2　保険給付費

(項)　3　移送費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

3 ��移送費 �����100 ���100 ��

1 �ｩLｩNﾙ]ｸﾊ���(昆�yN��50 鉄��0 �;倡因���S�� 

2 ����YNﾙ]ｸﾊ���)9�ｩ�yN��50 鉄��0 �;倡因���S�� 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 鉄��3-05社会保障の充実 

(I)一般被保険者移送費50 

19負担金､補 助及び交付 金 鉄��3-05社会保障の充実 

(1)退職被保険者等移送費50 
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(款)　2　保険給付費
(項)　4　出産育児諸費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

4 ��出産育児諸 質 澱ﾃ3�B�6,304 ���6,304 ��

1 偬��x髦爾�鳧ｾ��6,300 澱ﾃ3���0 �;倡因���bﾃ3��� 

2 倡瓜X詹�I{��4 釘�0 �;倡因���B� 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 澱ﾃ3���3-05社会保障の充実 

(I)出産育児一時金6,300 

12役務費 釘�3-05社会保障の充実 

(1)出産育児一時金支払手数料4 
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(款)　2　保険給付費
(項)　5　葬祭諸費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

5 ��葬祭諸費 ��ﾃS���480 白ﾃ�#��1,500 ��

1 ��(ﾝYN��I,500 鼎���1,020 �;倡因����ﾃS��� 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 ��ﾃS���3-05社会保障の充実 

(1)葬祭費1,500 
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(款)　3　国民健康保険事業費納付金
(項)　l　国民健康保険事業費納付金

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

3 �� 俛�j�(ﾔ饐ｲ�ﾊ�hｼiN�ｲ�WHｾ��459,359 ���459,359 ��BﾃSSr�444,802 

I ～ ��国民健康保 険事業費納 付金 鼎S津3S��0 鼎S津3S��14,557 鼎CBﾃ��"�

I 俛�j�(ﾔ饐ｲ�ﾊ�hｼiN�ｲ�WHｾ��459,359 ���459,359 �;倡因����BﾃSSr�444,802 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 鼎S津3S��3-05社会保障の充実 

(1)国民健康保険事業費納付金459,359 
[一般被保険者医療給付費分]331,775 
[退職被保険者等医療給付費分]3,186 
[一般被保険者後期高齢者支援金等分]92,352 
[退職被保険者等後期高齢者支援金等分]1,074 
[介護納付金分]30,972 
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(款)　4　共同事業拠出金
(項)　l　共同事業拠出金

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

4 i �� 仄I:�hｼhｹ"��ｾ��lO 鉄モﾃ�3r�△588,027 ��lO 

1 ��共同事業拠 出金 ����588,037 ��#Sモﾃ�#r� ����

1 仄I:�hｼhｹ"��ｾ��10 ���lO ��10 

○ 俘(ｧｨ�9|9N��ｺI:�hｼhｹ"��ｾ��0 都津S�2�△79,583 �� 

○ 兢ｸﾊ���ﾘｺB�:��.�ｸ饕�ｼhｹ(�ｾ��0 鉄�づCS"�△508,452 �� 

○ 仄I:�hｼh饕�k�N�(�ｾ��0 �"�△2 �� 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 牝��3-05社会保障の充実 

(I)共同事業拠出金10 
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(款)　5　保健事業費
(項)　1特定健康診査等事業費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

5 �� 兢ｸﾉ(馼ｼiN��25,298 �#Rﾃs���△413 ���ﾃsィ�14,514 

1 ��特定健康診 査等事業費 ��づ33R�18,529 ��#�釘�9,532 唐ﾃ��2�

1 �<�.伊(ﾔ��b�ﾛ�9倬hｼiN��18,335 ��づS#��△194 �;倡因���rﾃンb���?ﾂ��ﾃc3b�8,803 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

3職員手当等 鼎���3-05社会保障の充実 

9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 ��湯���b�sS2��bﾃ��b��3"�(1)特定健康診査等事業18,335 

躍鮨務手当鵠 

韻託料(3,鶴 

三三∴∴二三: 
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(款)　5　保健事業費
(項)　2　保健事業費

款項目 劔本年度 崩定�5�� 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�

特定財源一般財源 

2 ��保健事業費 澱ﾃ田2�7,182 ��##���I,252 迭ﾃs���

I 俯餬�uﾉf丑��6,963 途ﾃ��"�△219 �;倡因����ﾃ#S"�5,711 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

13委託料 �2ﾃ�sB�3-05社会保障の充実 

19負担金､補 助及び交付 金 �2ﾃsヲ�(1)保健事業6963 

蜜撥鶉繋担金(,.?,;,'2:884ii,) 

-231-



(款)　6　基金積立金

(項)　1基金積立金

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�

特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

6 �� 舒霎���xｾ��lO ���10 牝�� 

I ��基金積立金 牝��0 ����lO ��

1 俛�j�(ﾔ饐ｲ�ﾊ�霎���r�ｾ��lO ���10 俥�蝌�?ﾂ���� 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

25積立金 ����7-01その他の事務 

(1)国民健康保険基金積立金lO 
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(款)　7　公債費
(項)　1公債費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

7 �� 佰hﾜ)N��loo �����0 ��100 

1 ��公債費 �����loo ��� �����

I 凉育��loo �����0 ��100 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

23償還金､利 子及び割引 料 �����7-01その他の事務 

(1)一時借入金利子100 

-235-



(款)　8　予備費
(項)　1予備費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

8 �� 冰ﾉOYN��1,000 白ﾃ����0 ��1,000 

I ��予備費 ��ﾃ����1,000 ��� ��ﾃ����

I 冰ﾉOYN��I,000 ��ﾃ����0 ��I,000 

(国民健康保険事業特別会計)
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(款)　○　後期高齢者支援金
(項)　○　後期高齢者支援金

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

○ �� 佩8ｯｨﾘ)~竟"�辷�ｾ��0 �#c"ﾃ3c2�△262,363 �� 

○ ��後期高齢者 支援金 ���262,363 ��##c"ﾃ3c2� ��

○ 佩8ｯｨﾘ)~竟"�辷�ｾ��0 �#c"ﾃ3CR�△262,345 �� 

○ 佩8ｯｨﾘ)~竟"�駟k�N�(��ｾ��0 ��b�△16 �� 

○ 儼���5ﾘｫx���ﾈｭhﾅx駟k��N�(�ｾ��0 �"�△2 �� 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�
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(款)　○　前期高齢者納付金
(項)　○　前期高齢者納付金

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�

特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

○ �� ���ｨﾘ)~竟"�EｹWHｾ��0 塔ビ�△887 �� 

○ ��前期高齢者 納付金 ���887 ��#ャr� ��

○ ���ｨﾘ)~竟"�EｹWHｾ��0 塔s��△870 �� 

○ ���ｨﾘ)~竟"�駟k�N�(��ｾ��0 ��r�△17 �� 

(国民健康保険事業特別会計) 
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�
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(款)　○　老人保健拠出金
(項)　○　老人保健拠出金

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

○ �� 刔i�ﾉ]ｸﾉ(ｹ"��ｾ��0 ���b�△116 �� 

○ ��老人保健拠 出金 ���116 ��#��b� ��

○ 刔i�ﾉ]ｸﾉ(�2�|9N�(�ｾ��0 �����△100 �� 

○ 刔i�ﾉ]ｸﾉ(饕�k�N�(�ｾ��0 ��b�△16 �� 

(国民健康保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�
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(款)　○　介護納付金
(項)　○　介護納付金

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

○ �� �靜ﾉEｹWHｾ��0 涛"ﾃCc��△92,468 �� 

○ ��介護納付金 ���92,468 ��#�"ﾃCc�� ��

○ �靜ﾉEｹWHｾ��0 涛"ﾃCc��△92,468 �� 

(国民健康保険事業特別会計)

-2 44-



(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�
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給　与　費　明　細　書

1.特別職(単位:千円) 

区分 剞E員数 (人) 从ｹu餒�"�劔劍ﾘxﾇb�
報酬 从ｹ{��期末手当 僖隴H辷ｸｹzb�以饂｢��寒冷地 手当 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾂ�詹9b�】計 仄Hﾜ���

本 午 皮 �+y9�� �� �� 亦����� ��

議員 �� �� ��) ～ i �� 亦����� 

その他の 特別職 ��2�7,272 鋳� ��i i i 俣rﾃ#s"�免ﾂﾃ����8,383 

!計 ��2�7,272 �� �� ��ー7,272il,111 �8,383 

前 年 皮 �+y9�� �� 亦����� 亦��� ��

議員 �� �� �� 亦� 亦�����i 

その他の 特別職 ��2�7,446 �� �� ��7,446 ��ﾃ�#俣づSsR���

汁 ��2�7,446 �� �� ��7,446 ���ﾃ�#茶づSsR�

比 較 �+y9�� �� ��i �� �� ��

議員 �� �� �� 亦��� 亦�i 

その他の 特別職 ���△174 �� �� ��･中△18 凵｢192 

汁 ���△174 �� �� ��△174 ���#���△192 

2.一般職

(1)総　括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

区分 ��X什�B���ﾂ��給与 劔N�� 俘xﾇb�
報酬 从ｹ{��職員手当 佗b�1共済費 

本年度 窒ﾒ�� ��Bﾃ#S��〈419〉 �*ﾓC���"�i 4,358 �*ﾓC���"�
5 剴づCs��22,722 �27,080 

前年度 窒ﾒ�� ��Bﾃ鉄��く402〉 �*ﾓC�(�"�i 4,677 �*ﾓC�(�"�
5 剴づ�3��23,890 �28,567 

比較 窒ﾒ�� ��#s���く17〉 �*ﾓ�x�"�△319 �*ﾓ�x�"�
0 劍�#Cc��△1,168 凵｢1,487 

※短時間勤務職員分( )外書
※事業支弁分く　〉内害

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 弍ｩih詹9b�勤勉手当 亂i~)&韶�9b�時間外勤務 手当 �,ｨｼ韶�9b�
本年度 �3���3,241 �"ﾃ#CB�315 �*ﾓC���"��ﾃC�r�48 

前年度 塔�B�3,500 �"ﾃ#モ�366 �*ﾓC�(�"��ﾃCS��24 

比較 ��#Cッ�△259 ��#CB�△51 �*ﾓ�x�"��#32�24 

職員手当 の内訳 仞iZ｢�住居手当 倬�;h詹9b�
本年度 鉄モ�300 

前年度 �3#B�175 

比較 �#cB�125 
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細(単位:千円) 

区分 ��ﾘﾋ逢｢�増減事由別内訳 剞燒ｾ 儖Xﾖﾂ�

料 ����#s�������������昇給に伴う増当323 分 i 僮 I i i 亦�

制度改正に伴う 増加分 �3R�給料表改定に伴う増 亦�

その他の減少分 ��#�ﾃ�cb�会計間の異動等に伴う減 ��

職員手当i△460 剌ｸ給に伴う増加 �##R�i i I ��

分 白�

制度改正に伴う 増加分 ��ッ�������i給料表改定に伴う増15 期末勤勉手当支給月数の引上げに 伴う増71 亦�辷ｸｸﾈ��CB�2ﾒﾓB紿ﾈ��

その他の減少分 ��#ss��会計間の異動等に伴う減 ��

(3)給料及び職員手当の状況
ア.職員1人当たり給与 

区分 刪齡ﾊ行政職 

平成30年1月1日現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�234,300 平均給与月額(円) �#S�ﾃ����

平均年齢(義) �3"��R�

平成29年1月1日現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�248,040 平均給与月額(円) �#cbﾃ#C��

平均年齢(義)i33.62 

ィ.初任給(単位:円) 

区分 �ｩLｨﾗ9�ﾙ�R�国の制度 儖Xﾖﾂ�
行政職(-) 

高校卒 ��Crﾃ����147,100 ��

大学卒 ��s津#���179,200 ��

ウ.級別職員数 

区分 儉ｨﾗ9�ﾙ�R�
級 ��X什�B��ﾂ��構成比(%) 

平成30年1月1日現在 ��ｸ��1 �#����

2級 �"�40.0 

3級 �"�40.0 

4級 �� 

5級 �� 

6級 �� 

7級 �� 

汁 窒ﾒ迭�(-)loo.0 

平成29年1月1日現在 ��ｸ��1 �#�ﾃ��

2級 ���20.0 

3級 �"�40.0 

4級 ���20.0 

5級 �� 

6級 �� 

7級 �� 

計 窒ﾒ迭�(-)100.0 

※短時間勤務職員分( )外書
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(級別の標準的な職務内容)
区分 ��ｸ��i2級 ��8ｸ��

一般行政職 �.闇�4�,鮎ik�/��特に高度の知識 白���ｹ�W��

行う 主事 冓H,ﾘﾆ��/�Tｹwb�,h+x.仂ik�/�ﾗ2�8�����饕�

区分 刪齡ﾊ行政職 

本 午 皮 ��X什�B��忠�ﾂ��5 
昇給に係る職員数(B)(人) 迭�

号俸数別内訳i4号俸(人) 迭�

比率(B)/(A)(%) �������

節 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ��5 
昇給に係る職員数(B)(人) 迭�

号俸数別内訳ー4号俸(人) 迭�

比率(B)/(A)(%) �������

オ.期末手当･勤勉手当

区分 倡虻ｸｯｩ¥ｨ辷ｸｹzb�倡虻ｹzhﾇb�以饂｢��職制上の段階､職務の 級等による加算措置 儖Xﾖﾂ�
6月(月分) ��(ﾈ竏ﾈ饂｢��

本年度 亦����sR���"��#�R�(1.225) 2.275 茶"�3����B紊���有 ��

前年度 茶���S���"��sR�(1.200) 2.225 茶"�#S���B�3���有 ��

国の制度 中偵�sR��"��#R�(1.225) 2.275 茶"�3����B紊���有 ��

※再任用職員分()外書 

カ.その他の手当

区分 俛�,ﾉ�y7�,h,ﾈ甑:��

扶養手当 �:�+b�

住居手当 �:�+b�

通勤手当 �:�+b�

寒冷地手当 �:�+b�
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