
<単位：千円>

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

負担金 負担金 50,611 会議費 会議費 600

国庫支出金 国庫補助金 15,270 総務費 総務管理費 93,460

府支出金 府補助金 18,000 事業費 事業費 66,011

繰入金 他会計繰入金 141,710 積立金 積立金 100,890

繰越金 繰越金 50,200 借入金償還金 借入金償還金 1

諸収入 諸収入 189 諸支出金 諸支出金 13,600

275,980 繰出金 他会計繰出金 7

予備費 予備費 1,411

275,980

【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 967,197 審査支払管理費 952,780

共電手数料 394,211 共電管理費 565,000

事務費 3,021 審査委員会費 審査委員会費 97,570

国庫支出金 国庫補助金 10,000 特別審査負担金 特別審査負担金 5,000

府支出金 府補助金 5,000 レセプト電算処理 レセプト電算処理

負担金 負担金 103,440 システム特別分担金 システム特別分担金

他会計繰入金 5,051 積立金 積立金 299,790

繰入金 287,856 借入金償還金 借入金償還金 2,471

繰越金 繰越金 293,500 繰出金 他会計繰出金 26,425

諸収入 諸収入 9,524 公債費 公債費 1

2,078,800 諸支出金 諸支出金 5,000

予備費 予備費 20,723

2,078,800

【国民健康保険診療報酬支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

国保診療報酬受入金 国保診療報酬受入金 218,640,008 国保診療報酬支出金 国保診療報酬支出金 218,640,008

受託受入金 保健事業等受託受入金 24,091,680 受託支出金 保健事業等受託支出金 24,091,680

繰越金 繰越金 5,000 借入金償還金 借入金償還金 1

諸収入 諸収入 2 繰出金 繰出金 1

242,736,690 予備費 予備費 5,000

242,736,690

【公費負担医療に関する診療報酬支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

公費負担医療受入金 公費負担医療受入金 4,807,057 公費負担医療支出金 公費負担医療支出金 4,807,057

繰越金 繰越金 800 借入金償還金 借入金償還金 1

諸収入 諸収入 3 繰出金 繰出金 1

4,807,860 予備費 予備費 801

4,807,860

歳　出　合　計

歳　出　合　計

歳　出　合　計

平成２７年度       各会計歳入歳出予算

一般会計歳入歳出予算

歳　入　合　計

診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算

手数料

歳　入　合　計

総務費

104,040

繰入金

歳　入　合　計

歳　入　合　計

歳　出　合　計



【出産育児一時金等に関する支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

出産育児一時金等受入金 出産育児一時金等受入金 6,753,602 出産育児一時金等支出金 出産育児一時金等支出金 6,753,602

府支出金 府補助金 1 借入金償還金 借入金償還金 3

繰越金 繰越金 1 予備費 予備費 5

諸収入 諸収入 5 6,753,610

借入金 借入金 1

6,753,610

【融資基金勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

預託金 預託金 1 事業費 事業費 1

融資金収入 融資金利子 4,809 財産費 融資基金積立金 1

財産収入 財産収入 1 公債費 基本金借入利子 4,809

繰越金 繰越金 450 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 9 予備費 予備費 458

5,270 5,270

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

財産収入 財産運用収入 1,500 退職手当金 退職手当金 89,980

他会計繰入金 27,138 積立金 積立金 28,830

繰入金 89,980 予備費 予備費 10

繰越金 繰越金 200 118,820

諸収入 諸収入 2

118,820

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

借入金 借入金 10,000 貸付金 貸付金 30,000

貸付金償還金 貸付金償還金 30,001 借入金償還金 借入金償還金 10,000

繰越金 繰越金 1 事務費 事務費 10

諸収入 諸収入 8 40,010

40,010

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

共同事業事務費拠出金 共同事業事務費拠出金 1,181 総務費 総務管理費 21,070

共同事業拠出金 共同事業拠出金 67,624,790 交付金支出金 交付金支出金 67,705,430

国庫支出金 国庫補助金 65,840

府支出金 府補助金 1

繰入金 他会計繰入金 2 借入金償還金 借入金償還金 4

繰越金 繰越金 81,641 予備費 予備費 335

諸収入 諸収入 93 67,986,270

借入金 借入金 2

67,986,270

259,210

歳　出　合　計

歳　入　合　計

保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計歳入歳出予算

超高額医療費共同
事業事務費拠出金

超高額医療費共同
事業事務費拠出金

221

超高額医療費共同
事業医療費交付金

超高額医療費共同
事業医療費交付金

212,720
超高額医療費共同
事業医療費拠出金

超高額医療費共同
事業医療費拠出金

繰入金

歳　出　合　計

歳　入　合　計

高額療養費支払資金貸付金特別会計歳入歳出予算

歳　出　合　計

歳　入　合　計

歳　出　合　計

歳　入　合　計

歳　入　合　計 歳　出　合　計

職員退職手当金特別会計歳入歳出予算



【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 248,328 審査支払管理費 197,800

電子証明書
発行手数料受入金

7,151
介護サービス

苦情処理管理費
17,010

国庫支出金 国庫補助金 5,150 共同処理管理費 21,000

府支出金 府補助金 5,330

負担金 負担金 1

繰入金 29,741 審査委員会費 審査委員会費 2,180

他会計繰入金 1 介護サービス苦情処理委員費 介護サービス苦情処理委員費 2,110

繰越金 繰越金 160,000 国保中央会負担金 国保中央会負担金 59,740

諸収入 諸収入 1,098 積立金 積立金 29,944

歳　入　合　計 456,800 借入金償還金 借入金償還金 1

繰出金 他会計繰出金 94,510

予備費 予備費 25,345

456,800

【介護給付費等支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

介護給付費受入金 介護給付費受入金 201,660,006 介護給付費支出金 介護給付費支出金 201,660,006

府支出金 府補助金 1 借入金償還金 借入金償還金 1

繰越金 繰越金 500 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 10 予備費 予備費 509

201,660,520 201,660,520

【公費負担医療等に関する報酬等支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

公費負担医療等受入金 公費負担医療等受入金 1,912,064 公費負担医療等支出金 公費負担医療等支出金 1,912,064

府支出金 府補助金 1 借入金償還金 借入金償還金 1

繰越金 繰越金 3 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 2 予備費 予備費 4

1,912,070 1,912,070

【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

給付費等支払手数料 64,883 支払管理費 53,320

電子証明書発行手数料受入金 6,001 電子証明書発行手数料支出金 6,000

府支出金 府補助金 1

国保中央会出資金 国保中央会交付金 700

負担金 負担金 2 訪問調査委託料支出金 訪問調査委託料支出金 1

訪問調査委託料受入金 訪問調査委託料受入金 1 積立金 積立金 7,641

他会計繰入金 1 借入金償還金 借入金償還金 1

繰入金 6,742 繰出金 他会計繰出金 5,001

繰越金 繰越金 20,000 予備費 予備費 2,276

諸収入 諸収入 79 98,410

98,410

障害者総合支援事業関係業務特別会計歳入歳出予算

繰入金

歳　出　合　計

歳　入　合　計

手数料 総務費

障害者総合支援等
電算処理特別分担金

障害者総合支援等
電算処理特別分担金

24,170

繰入金

歳　入　合　計 歳　出　合　計

歳　入　合　計 歳　出　合　計

歳　出　合　計

介護予防・日常生活支援
総合事業費受入金

介護予防・日常生活支援
総合事業費受入金

3
介護予防・日常生活支援

総合事業費支出金
介護予防・日常生活支援

総合事業費支出金

介護保険事業関係業務特別会計歳入歳出予算

手数料

総務費

電子証明書
発行手数料支出金

7,160

3



【障害介護給付費支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

障害介護給付費受入金 障害介護給付費受入金 53,400,004 障害介護給付費支出金 障害介護給付費支出金 53,400,004

府支出金 府補助金 1 借入金償還金 借入金償還金 1

繰越金 繰越金 1 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 4 予備費 予備費 4

53,400,010 53,400,010

【障害児給付費支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

障害児給付費受入金 障害児給付費受入金 3,654,004 障害児給付費支出金 障害児給付費支出金 3,654,004

府支出金 府補助金 1 借入金償還金 借入金償還金 1

繰越金 繰越金 1 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 4 予備費 予備費 4

3,654,010 3,654,010

【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 707,913 審査支払管理費 620,350

広域連合委託事務手数料 109,471 広域連合委託事務管理費 78,630

国庫支出金 国庫補助金 1 審査委員会費 審査委員会費 69,760

府支出金 府補助金 1 特別審査負担金 特別審査負担金 3,800

負担金 負担金 23,890 審査支払システム等負担金 審査支払システム等負担金 39,900

繰入金 20,004 積立金 積立金 101,790

他会計繰入金 1 借入金償還金 借入金償還金 4

繰越金 繰越金 93,000 繰出金 他会計繰出金 39,090

諸収入 諸収入 1,559 公債費 公債費 1

歳　入　合　計 955,840 予備費 予備費 2,515

955,840

【後期高齢者医療診療報酬支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

府支出金 府補助金 1 借入金償還金 借入金償還金 1

繰越金 繰越金 2 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 3 予備費 予備費 4

316,200,010 316,200,010

【公費負担医療に関する診療報酬支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

公費負担医療受入金 公費負担医療受入金 1,569,276 公費負担医療支出金 公費負担医療支出金 1,569,276

府支出金 府補助金 1 借入金償還金 借入金償還金 1

繰越金 繰越金 1 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 12 予備費 予備費 12

1,569,290 1,569,290

繰入金

316,200,004

歳　入　合　計 歳　出　合　計

歳　入　合　計 歳　出　合　計

後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出予算

手数料 総務費

歳　出　合　計

後期高齢者医療
診療報酬受入金

後期高齢者医療
診療報酬受入金

316,200,004
後期高齢者医療
診療報酬支出金

後期高齢者医療
診療報酬支出金

歳　入　合　計 歳　出　合　計

歳　入　合　計 歳　出　合　計



【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 手数料 42,193 総務費 審査支払管理費 34,790

国庫支出金 国庫補助金 1 積立金 積立金 5,851

府支出金 府補助金 1 借入金償還金 借入金償還金 2

他会計繰入金 1 諸支出金 諸支出金 6,520

繰入金 3,916 繰出金 他会計繰出金 3,001

繰越金 繰越金 5,000 予備費 予備費 1,156

諸収入 諸収入 208 51,320

51,320

【特定健診・特定保健指導等費用支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

繰越金 繰越金 1 借入金償還金 借入金償還金 1

諸収入 諸収入 7 繰出金 繰出金 1

1,124,650 予備費 予備費 6

1,124,650

【後期高齢者健診等費用支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

繰越金 繰越金 1 借入金償還金 借入金償還金 1

諸収入 諸収入 7 繰出金 繰出金 1

372,610 予備費 予備費 6

372,610

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

国庫支出金 国庫交付金 2 総務費 総務管理費 10

特定資産収入 基金取崩収入 1 事業費 基金事業費 370,134

預託金取崩収入 預託金取崩収入 368,500 特定資産支出金 基金繰入支出金 1

特定資産運用収入 基金運用収入 2 借入金償還金 借入金償還金 1

借入金 借入金 1 諸支出金 諸支出金 1

繰越金 繰越金 1 繰出金 他会計繰出金 5,871

諸収入 諸収入 7,513 予備費 予備費 2

376,020 376,020

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

損害賠償金受入金 損害賠償金受入金 440,000 損害賠償金支出金 損害賠償金支出金 440,000

繰越金 繰越金 1 予備費 予備費 10

諸収入 諸収入 9 440,010

440,010

歳　出　合　計

歳　入　合　計

第三者行為損害賠償求償事務共同事業特別会計歳入歳出予算

特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計歳入歳出予算

歳　入　合　計

歳　出　合　計

国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計歳入歳出予算

歳　入　合　計 歳　出　合　計

1,124,642

歳　入　合　計

歳　出　合　計

後期高齢者健診等
費用受入金

後期高齢者健診等
費用受入金

372,602
後期高齢者健診等

費用支出金
後期高齢者健診等

費用支出金
372,602

繰入金

歳　出　合　計

歳　入　合　計

特定健診・特定保健
指導等費用受入金

特定健診・特定保健
指導等費用受入金

1,124,642
特定健診・特定保健
指導等費用支出金

特定健診・特定保健
指導等費用支出金


