
３．歳  出

（款）  1 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般管理費

連合会負担金 △97

       計

（歳出）総務費

国民健康保険特別会計

目
本　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源
前　年　度
予　算　額 一　　般

財　　源
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（単位　千円）

○○一一般般職職人人件件費費　　３３名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      フルタイム会計年度任用職員　３名

 3 職員手当等

給料  4 共済費

○○資資格格・・給給付付等等にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

 1 報酬

職員手当等       パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

共済費     費用弁償

    普通旅費

    特別旅費

旅費 10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

需用費 11 役務費

    通信運搬費

    手数料

役務費 12 委託料

      国保資格データ電算処理委託

      レセプト点検委託

委託料       国民健康保険オンライン資格確認等

      システム改修委託

      基幹系端末等設定委託

使用料及び賃借料       高額療養費支援システム移行作業委

      託

      国保事業報告及び調整交付金システ

備品購入費       ム保守委託

      高額療養費支給システム保守委託

      レセ電コード情報提供委託

      国保連携機器用ＵＰＳ導入委託

13 使用料及び賃借料

      国民健康保険システム

      高額療養費支給システム

      国保情報集約端末連携機器使用料

      国保連連携機器用ＵＰＳ使用料

17 備品購入費

      事務用備品

○○国国保保連連合合会会等等にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       千葉県国保連合会負担金

      国保連合会東葛飾支部負担金

説　　　　　　　　　明

節

区　　　分 金　　額
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（款）  1 総務費 （項）  2 徴収費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

賦課徴収費 △11,572

       計 △11,572

（款）  1 総務費 （項）  3 運営に関する協議会費

運営に関する協議会

費

       計

（款）  2 保険給付費 （項）  1 療養諸費

一般被保険者療養給

付費

（歳出）総務費，保険給付費

国民健康保険特別会計

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源
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（単位　千円）

○○国国保保料料（（税税））のの賦賦課課徴徴収収にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

旅費 10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

需用費 11 役務費

    通信運搬費

    手数料

役務費 12 委託料

      国保料電算委託（賦課）

      国保料電算委託（督促催告処理）

委託料       口座振替キャンペーン用のぼり旗作

      製委託

13 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料       収納システム

      滞納管理システム

17 備品購入費

備品購入費       口座振替用備品

○○運運営営にに関関すするる協協議議会会にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      国民健康保険事業の運営に関する協

      議会委員報酬

旅費  8 旅費

    費用弁償

18 負担金補助及び交付金

負担金補助及び交       運営に関する協議会会長協議会負担

付金       金

○○一一般般被被保保険険者者療療養養給給付付費費にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       一般分療養給付費

区　　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　明
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（款）  2 保険給付費 （項）  1 療養諸費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

退職被保険者等療養 △18,858

給付費

一般被保険者療養費

退職被保険者等療養 △306

費

審査支払手数料 △126

       計 △19,290

（款）  2 保険給付費 （項）  2 高額療養費

一般被保険者高額療

養費

退職被保険者等高額 △3,507

療養費

一般被保険者高額介

護合算療養費

退職被保険者等高額

介護合算療養費

       計 △3,507

（款）  2 保険給付費 （項）  3 移送費

一般被保険者移送費

退職被保険者等移送

費

       計

（歳出）保険給付費

国民健康保険特別会計

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

○○退退職職被被保保険険者者等等療療養養給給付付費費にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       退職者分療養給付費

○○一一般般被被保保険険者者療療養養費費にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       一般分療養費

○○退退職職被被保保険険者者等等療療養養費費にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       退職者分療養費

○○審審査査支支払払手手数数料料にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

役務費 11 役務費

    手数料

○○一一般般被被保保険険者者高高額額療療養養費費にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       一般分高額療養費

○○退退職職被被保保険険者者等等高高額額療療養養費費にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       退職者分高額療養費

○○一一般般被被保保険険者者高高額額介介護護合合算算療療養養費費にに要要すするる

負担金補助及び交 経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      一般分高額介護合算療養費

○○退退職職被被保保険険者者等等高高額額介介護護合合算算療療養養費費にに要要すす

負担金補助及び交 るる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      退職者分高額介護合算療養費

○○一一般般被被保保険険者者移移送送費費にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       一般被保険者移送費

○○退退職職被被保保険険者者等等移移送送費費にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       退職被保険者等移送費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節
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（款）  2 保険給付費 （項）  4 出産育児諸費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

出産育児一時金

       計

（款）  2 保険給付費 （項）  5 葬祭諸費

葬祭費

       計

（款）  3 国民健康保険事業費納付金 （項）  1 医療給付費分

一般被保険者医療給 △154,640

付費分

退職被保険者等医療 △292

給付費分

       計 △154,932

（款）  3 国民健康保険事業費納付金 （項）  2 後期高齢者支援金等分

一般被保険者後期高

齢者支援金等分

退職被保険者等後期 △319

高齢者支援金等分

       計

（款）  3 国民健康保険事業費納付金 （項）  3 介護納付金分

介護納付金分

       計

（歳出）保険給付費，国民健康保険事業費納付金

国民健康保険特別会計

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

○○出出産産育育児児一一時時金金にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

役務費 11 役務費

    手数料

18 負担金補助及び交付金

負担金補助及び交       出産育児一時金

付金

○○葬葬祭祭費費にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       葬祭費

○○一一般般被被保保険険者者医医療療給給付付費費分分納納付付金金にに要要すするる

負担金補助及び交 経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      一般被保険者医療給付費分納付金

○○退退職職被被保保険険者者等等医医療療給給付付費費分分納納付付金金にに要要すす

負担金補助及び交 るる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      退職被保険者等医療給付費分納付金

○○一一般般被被保保険険者者後後期期高高齢齢者者支支援援金金等等分分納納付付金金

負担金補助及び交 にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      一般被保険者後期高齢者支援金等分

      納付金

○○退退職職被被保保険険者者等等後後期期高高齢齢者者支支援援金金等等分分納納付付

負担金補助及び交 金金にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      退職被保険者等後期高齢者支援金等

      分納付金

○○介介護護納納付付金金分分納納付付金金にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       介護納付金分納付金

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額
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（款）  4 共同事業拠出金 （項）  1 共同事業拠出金

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

その他共同事業拠出

金

       計

（款）  5 保健事業費 （項）  1 特定健康診査等事業費

特定健康診査等事業

費

（歳出）共同事業拠出金，保健事業費

国民健康保険特別会計

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

○○退退職職者者医医療療事事務務費費拠拠出出金金にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       退職者医療事務費拠出金

○○一一般般職職人人件件費費　　３３名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      フルタイム会計年度任用職員　３名

 3 職員手当等

給料  4 共済費

○○特特定定健健康康診診査査等等にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

 1 報酬

職員手当等       パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

共済費       運動指導士等報償

 8 旅費

    費用弁償

報償費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

旅費     印刷製本費

11 役務費

    通信運搬費

需用費     手数料

12 委託料

      特定健康診査業務委託

役務費       特定健診受診率向上支援事業委託

      機器設定変更作業委託

      若年集団健康診査業務委託

委託料       特定健康診査電算処理委託

      かまがや安心医療ナビシステム改修

      委託

使用料及び賃借料       特定健康診査・指導啓発用ポスター

      作製委託

      基幹系端末等設定委託

備品購入費       懸垂幕設置委託

      特定健康診査結果データ提出委託

13 使用料及び賃借料

負担金補助及び交       国保健診システム

付金       国保健診システム連携データ使用料

      健康管理システム機器等使用料

17 備品購入費

      特定保健指導用備品

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節
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（款）  5 保健事業費 （項）  1 特定健康診査等事業費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特定健康診査等事業

費

       計

（款）  5 保健事業費 （項）  2 保健事業費

疾病予防費 △4,639

       計 △4,639

（款）  6 基金積立金 （項）  1 基金積立金

財政調整基金積立金

       計

（款）  7 諸支出金 （項）  1 償還金及び還付加算金

一般被保険者保険料 △2,000

還付金

退職被保険者等保険 △100

料還付金

国民健康保険交付金

・負担金償還金

       計 △2,100

（歳出）保健事業費，基金積立金，諸支出金

国民健康保険特別会計

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

18 負担金補助及び交付金

      行政栄養士研修会負担金

○○疾疾病病予予防防にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

需用費 10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

役務費     医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

委託料 12 委託料

      糖尿病性腎症重症化予防事業委託

      歯周疾患検診委託

使用料及び賃借料 13 使用料及び賃借料

      自動血圧計使用料

18 負担金補助及び交付金

負担金補助及び交       人間ドック等利用助成金

付金

○○国国民民健健康康保保険険財財政政調調整整基基金金積積立立金金にに要要すするる

積立金 経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

24 積立金

      財政調整基金積立金

○○一一般般被被保保険険者者保保険険料料（（税税））還還付付金金等等にに要要すす

償還金利子及び割 るる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

引料 22 償還金利子及び割引料

      一般分国保料（税）過誤納還付金等

○○退退職職被被保保険険者者等等保保険険料料（（税税））還還付付金金等等にに要要

償還金利子及び割 すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

引料 22 償還金利子及び割引料

      退職者分国保料（税）過誤納還付金

      等

○○国国民民健健康康保保険険交交付付金金・・負負担担金金償償還還金金にに要要すす

償還金利子及び割 るる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

引料 22 償還金利子及び割引料

      国民健康保険交付金・負担金償還金

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　327　-



（款）  7 諸支出金 （項）  2 繰出金

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般会計繰出金

       計

（款）  8 予備費 （項）  1 予備費

予備費

       計

     合　計 △11,000

（歳出）諸支出金，予備費

国民健康保険特別会計

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

-　328　-



（単位　千円）

○○一一般般会会計計繰繰出出金金 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

繰出金 27 繰出金

      一般会計繰出金

区　　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　明

-　329　-


