
後期高齢者医療事業特別会計



議案第7号

平成30年度留萌市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成30年度留萌市の後期高齢者医療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357,378千円と定める｡

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｡

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 

1後期高齢者医療保険料 ��228,656 

1後期高齢者医療保険料 �##づcSb�

2国庫支出金 ��I,715 

1国庫補助金 ��ﾃs�R�

3繰入金 ��126,583 

l一般会計繰入金 ��#bﾃS�2�

4繰越金 ��1 

1繰越金 白�

5諸収入 ��423 

1延滞金､加算金及び過料 �"�

2雑入 鼎#��

歳入合計 �357,378 
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2　歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

款 俘��金額 

1総務費 ��21,368 

l総務管理費 ��RﾃSsB�

2徴収費 迭ﾃs釘�

2後期高齢者医療広域連合納付金 ��335,910 

1後期高齢者医療広域連合納付金 �33Rﾃ����

3予備費 ��loo 

1予備費 �����

歳出合計 �357,378 
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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"�

l後期高齢者医療保険料 �##づcSb�216,518 ��"ﾃ�3��

2国庫支出金 ��ﾃs�R�0 ��ﾃs�R�

3繰入金 ��#bﾃS�2�117,657 唐ﾃ�#b�

4繰越金 白�I ���

5諸収入 鼎#2�423 ���

歳入合計 �3Srﾃ3s��334,599 �#"ﾃss��
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(歳　出)

款 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂Hｧ"�

1総務費 �#�ﾃ3c��20,005 ��ﾃ3c2�

2後期高齢者医療広域連合納 付金 �33Rﾃ����314,494 �#�ﾃC�b�

3予備費 �����100 ���

歳出合計 �3Srﾃ3s��334,599 �#"ﾃss��
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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�

1,715 �� 鼎#��19,233 

335,910 

100 

1,715 �� 鼎#��355,243 
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2　歳　入

(款)　1後期高齢者医療保険料
(項)　l　後期高齢者医療保険料

款項目 劔本年度 ����7��比較 

1 �� 佩8ｯｨﾘ)~竟(�9|9]ｸﾊ���228,656 �#�bﾃS���12,138 

1 ��後期高齢者医療保険料 �##づcSb�216,518 ��"ﾃ�3��

I �<�¥ｩ*X�]ｸﾊ���149,913 ��3bﾃ�#b�12,987 

2 儿�,ｩ*X�]ｸﾊ���78,172 都づ�3"�△760 

3 ��右ｸﾄｨ掠ZｩX�,ｩ*X�]ｸﾊ���571 田c��△89 

2 �� 俛�ﾌ倡因���I,715 ���1,715 

1 ��国庫補助金 ��ﾃs�R�0 ��ﾃs�R�

1 ��ﾙk�N�(�ｾ��1,715 ���1,715 

3 �� 估ｩ?ﾈｾ��126,583 ���rﾃcSr�8,926 

1 ��一般会計繰入金 ��#bﾃS�2�117,657 唐ﾃ�#b�

1 倬ik�N�ｩ?ﾈｾ��31,038 �#rﾃSCb�3,492 

2 兢ｸﾊ�餉X��.案ｩ?ﾈｾ��95,545 涛�ﾆﾆ鳴�5,434 

4 �� 估ｨ葎ｾ��1 ���0 

1 ��繰越金 ���1 ���

1 估ｨ葎ｾ��1 白�0 

5 �� 傚H�?ﾂ�423 鼎#2�0 

1 ��延滞金､加算金及び過料 �"�2 ���

1 �I�粟��1 ���0 

2 ����1 ���0 

2 ��雑入 鼎#��421 ���

I 兢ｸﾊ��)WHｾ�9儿�%8ｾ��420 鼎#��0 

2 倅y?ﾂ�I 白�0 

(後期高齢者医療事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1現年度分特 ��C津��2�l現年度分 

別徴収保険 料 �149,913×100% 

l現年度分普 都づ�s"�l現年度分 

通徴収保険 料 �78,962×99% 

1滞納繰越分 鉄s��l滞納繰越分 

普通徴収保 険料 �1,428×40% 

l徴収費補助 金 ��ﾃs�R�l後期高齢者医療事務支援システム改修補助金 

1事務費繰入 金 �3�ﾃ�3��l事務費繰入金 

1保険基盤安 定繰入金 涛RﾃSCR�1保険基盤安定繰入金 

1繰越金 ���1前年度繰越金 

1延滞金 ���1延滞金 

1過料 ���1過料 

1保険料還付 金等負担金 鼎#��1保険料還付金等負担金 

1雑入 亦�1雑収入 
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3　歳　出

(款)　1総務費
(項)　l　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 �� ��ﾙk�N��21,368 �#�ﾃ��R�1,363 �"ﾃ�3R�19,233 

1 ��総務管理費 ��RﾃSsB�15,677 ��#��2� ��RﾃSsB�

1 �ｩLｨｬyyﾙN��15,574 ��Rﾃcsr�△103 ��15,574 

(後期高齢者医療事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

2給料 澱ﾃ�#r�7-01その他の事務 

3職員手当等 4共済費 9旅費 ll需用費 12役務費 釘ﾃ#S��"ﾃ3�B�CR���b��ﾃ鼎"�(轡擬 
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(款)　1総務費
(項)　2　徴収費

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 ��徴収費 迭ﾃs釘�4,328 ��ﾃCcb�2,135 �2ﾃcS��

I �*X�N��5,794 釘ﾃ3#��1,466 俛�ﾌ倡因����ﾃs�R���?ﾂ�C#��3,659 

(後期高齢者医療事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

l報剛 ��ﾃc釘�7-01その他の事務 

4共済費 11需用費 12役務費 13委託料 23償還金､利 �#cB��s2�s3��"ﾃS�2�C#��(1)徴収事業5,794 

嘱託職員報酬(1,694) 
嘱託職員社会保険料(264) 
消耗品費(65) 
印刷製本費(108) 
通信運搬費(643) 
手数料(87) 
納付書等作成委託料(798) 
後期高齢者医療事務支援システム改修委託料(I,715) 

子及び割引 料 剳ﾛ険料還付金及び加算金(420) 
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(mi) 2 1後鵠鰭繋競艶鶏舎金

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��

2 �� 佩8ｯｨﾘ)~竟"��9|8ﾔﾈ司���ﾘyEｹWHｾ��335,910 �3�BﾃC釘�21,416 ��335,910 

1 ��後期高齢者 医療広域連 合納付金 �33Rﾃ����314,494 �#�ﾃC�b� �33Rﾃ����

1 佩8ｯｨﾘ)~竟"��9|8ﾔﾈ司���ﾘyEｹWHｾ��335,910 �3�BﾃC釘�21,416 ��335,910 

(後期高齢者医療事業特別会計)
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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 �33Rﾃ����3-05社会保障の充実 

(I)後期高齢者医療広域連合納付金335,910 
保険料分228,657 
基盤安定分95,545 
事務費負担分11,708 
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(款)　3　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��

3 �� 冰ﾉOYN��100 �����0 ��100 

I ��予備費 �����100 ��� �����

1 冰ﾉOYN��100 �����0 ��100 

(後期高齢者医療事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�
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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��劔冓 共済費 俘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 

本 午 皮 �+y9��i i �� �� 末����亦� ��

議員 �� �� �� � �� 

その他の 特別職 亦�1,694 �� ��i i ��1,694 �#cB�1,958 

汁 ���1,694 �� �� ��1,694 �#cB�1,958 

前 午 皮 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 亦�1,688 �� �� ��1,688 �#S��1,947 

計 ���1,688 �� 亦� ��1,688 �#S��1,947 

比 較 �+y9�� �� �� ���� ��

議員 �� �� �� 亦� �� 

その他の 特別職 ���6 �� �� ��6i5 冤l 

汁 ���6 �� �� ��6i5 冤l 

2.一般職

(1)総　括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

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

本年度 窒ﾒ��"� 澱ﾃ�#r�4,250 免ﾂﾃ�sr�2,304 ��2ﾃC���

前年度 窒ﾒ��"� 途ﾃ�ヲ�4,513 免ﾂﾃc�"�2,257 ��2ﾃゴ��

比較 窒ﾒ���� ��#�c"�△263 ��#C#R�47 ��#3s��

※短時間勤務職員分( )外書
※事業支弁分く　〉内書

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�管理職手当 倬隴H､�駝��詹9b�
本年度 �#C��1,648 ��ﾃ�C��183 咾3ィ�162 

前年度 鼎���1,621 ��ﾃ�c��183 ��497 

比較 ��#�c��27 塔��0 �3ィ�△335 

職員手当 の内訳 仞iZ｢�住居手当 倬�;h詹9b�
本年度 �#S"�240 

前年度 �3#B�420 

比較 ��#s"�△180 
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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�

給料 ��#�c"�その他の減少分 ��#�c"�会計間の異動等に伴う減 ��

職員手当 ��##c2�その他の増加分 ��#�#c2�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�287,600 平均給与月額(円) �3#"ﾃ����

平均年齢(歳) �3ゅ�r�

平成29年1月1日現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�294,400 平均給与i月額(円) �3#�ﾃ����

平均年齢(歳) �3偵�B�

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 ��

区分 儉ｨﾗ9�ﾙ�R�
級 ��X什�B��ﾂ��構成比(%) 

平成30年1月1日晃在 ��ｸ��1 鉄����

2級 �� 

3級 �� 

4級 �� 

5級 ���50.0 

6級 �� 

7級 �� 

汁 窒ﾒ�"�(-)100.0 

平成29年1月1日現在 ��ｸ�� ��

2級 白�50.0 

3級 �� 

4絞 ���50.0 

5扱 �� 

6級 �� 

7穀 �� 

計 窒ﾒ�"�(-)100.0 

※短時間勤務職員分( )外書

(級別の標準的な職務内容) 

区分 ��ｸ��5級 

一般行政職 �.闇�4�,鮎ik�/�ﾗ2�8��皦饕�主幹 
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エ.昇給

区分ー一般行政職 

ー職員数(A)(人)12 
本 年 皮 傴虻ｸ,佛x.��X什�B�"忠�ﾂ��"�

号俸数別内訳i4号俸(人)12 

比率(B)/(A)(%))100.0 

前 午 度 ��X什�B��忠�ﾂ俣"�
昇給に係る職員数(B)(人)i2 

号俸数別内訳I4号俸(人)i2 

比率(B)/(A)(%)i100.0 

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 茶���sR��"��#R�(I.225) 2.275 茶"�3����B紊���有 ��

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

国の制度 茶���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 亦�ﾈﾙ�,ﾉ�y7�,h,ﾈ甑:����

扶養手当 鋳�:�+b�

住居手当 緬:�+b���

寒冷地手当 �:�+b�
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