
<単位：千円>

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

負担金 負担金 46,721 会議費 会議費 600

国庫支出金 国庫補助金 6,671 総務費 総務管理費 86,390

府支出金 府補助金 18,000 事業費 事業費 60,531

他会計繰入金 99,070 積立金 積立金 49,260

繰入金 563,500 借入金償還金 借入金償還金 1

繰越金 繰越金 43,000 諸支出金 諸支出金 13,780

諸収入 諸収入 168 繰出金 他会計繰出金 563,502

777,130 予備費 予備費 3,066

777,130

【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 978,910 審査支払管理費 1,516,610

共電手数料 429,991 共電管理費 699,660

事務費 661 審査委員会費 審査委員会費 96,290

国庫支出金 国庫補助金 2,248,590 特別審査負担金 特別審査負担金 5,000

府支出金 府補助金 1 レセプト電算処理 レセプト電算処理

負担金 負担金 154,980 システム特別分担金 システム特別分担金

他会計繰入金 440,000 積立金 積立金 175,442

繰入金 268,005 借入金償還金 借入金償還金 1,341

繰越金 繰越金 310,000 他会計繰出金 24,000

諸収入 諸収入 222,082 繰出金 2,200,000

5,053,220 公債費 公債費 1

諸支出金 諸支出金 220,000

予備費 予備費 10,016

5,053,220

【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 223,416,008 国保診療報酬支出金 国保診療報酬支出金 223,416,008

受託受入金 保健事業等受託受入金 24,325,080 受託支出金 保健事業等受託支出金 24,325,080

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

247,746,090 予備費 予備費 5,000

247,746,090

【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 5,198,437 公費負担医療支出金 公費負担医療支出金 7,413,437

繰越金 繰越金 800 借入金償還金 借入金償還金 1

繰入金 繰入金 2,200,000 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 15,003 予備費 予備費 801

7,414,240 7,414,240

歳　出　合　計

歳　入　合　計

歳　出　合　計

歳　入　合　計 歳　出　合　計

手数料
総務費

104,860

繰入金

繰出金

歳　入　合　計

平成２９年度       各会計歳入歳出予算

一般会計歳入歳出予算

繰入金

歳　入　合　計

歳　出　合　計

診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算



【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 1,360,802 出産育児一時金等支出金 出産育児一時金等支出金 1,360,802

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 1,360,810

借入金 借入金 1

1,360,810

【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 500 退職手当金 退職手当金 1

他会計繰入金 52,001 積立金 積立金 52,000

繰入金 1 予備費 予備費 1,699

繰越金 繰越金 1,190 53,700

諸収入 諸収入 8

53,700

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 10,226 総務費 総務管理費 19,900

共同事業拠出金 共同事業拠出金 71,657,710 交付金支出金 交付金支出金 71,705,690

国庫支出金 国庫補助金 58,700

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 47,982 予備費 予備費 10

諸収入 諸収入 7 72,081,720

借入金 借入金 2

72,081,720

歳　出　合　計

歳　入　合　計

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

307,090
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

355,890

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

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

226

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

繰入金

歳　出　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 293,803 審査支払管理費 243,180

電子証明書
発行手数料受入金

4,521
介護サービス

苦情処理管理費
17,320

国庫支出金 国庫補助金 5,080 共同処理管理費 18,110

府支出金 府補助金 5,000

負担金 負担金 1

介護予防ケアマネジメント
負担金受入金

介護予防ケアマネジメント
負担金受入金

2,101 審査委員会費 審査委員会費 2,130

繰入金 33,291 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 2,100

他会計繰入金 40,000 国保中央会負担金 国保中央会負担金 63,330

繰越金 繰越金 11,000
介護予防ケアマネジメント

負担金支出金
介護予防ケアマネジメント

負担金支出金
2,100

諸収入 諸収入 1,193 積立金 積立金 13,333

歳　入　合　計 395,990 借入金償還金 借入金償還金 1

繰出金 他会計繰出金 27,500

予備費 予備費 2,366

395,990

【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 214,530,008 介護給付費支出金 介護給付費支出金 214,530,008

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 7 予備費 予備費 506

219,360,400 219,360,400

【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 2,049,931 公費負担医療等支出金 公費負担医療等支出金 2,049,931

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 5 予備費 予備費 7

2,049,940 2,049,940

【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 78,233 支払管理費 53,890

電子証明書発行手数料受入金 8,581 電子証明書発行手数料支出金 8,580

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 1,010

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 1,174

他会計繰入金 11,000 借入金償還金 借入金償還金 1

繰入金 7,105 繰出金 他会計繰出金 11,001

繰越金 繰越金 3,000 予備費 予備費 1,433

諸収入 諸収入 167 109,100

109,100

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

33,020

繰入金

4,829,884

歳　入　合　計 歳　出　合　計

歳　入　合　計 歳　出　合　計

障害者総合支援法関係業務等特別会計歳入歳出予算

繰入金

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

4,829,884
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

4,520



【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 58,320,004 障害介護給付費支出金 障害介護給付費支出金 58,320,004

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

58,320,010 58,320,010

【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 6,678,004 障害児給付費支出金 障害児給付費支出金 6,678,004

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

6,678,010 6,678,010

【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 766,763 審査支払管理費 747,510

広域連合委託事務手数料 116,021 広域連合委託事務管理費 59,660

国庫支出金 国庫補助金 1,600 審査委員会費 審査委員会費 69,860

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 25,570 審査支払システム等負担金 審査支払システム等負担金 73,230

繰入金 50,004 積立金 積立金 20,512

他会計繰入金 50,000 借入金償還金 借入金償還金 4

繰越金 繰越金 30,000 繰出金 他会計繰出金 65,570

諸収入 諸収入 1,061 公債費 公債費 1

歳　入　合　計 1,041,020 予備費 予備費 873

1,041,020

【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

340,200,010 340,200,010

【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 1,498,716 公費負担医療支出金 公費負担医療支出金 1,498,716

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

1,498,730 1,498,730

340,200,004

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

繰入金

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

340,200,004
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 45,983 総務費 審査支払管理費 47,760

国庫支出金 国庫補助金 1 積立金 積立金 7,051

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 22,500 諸支出金 諸支出金 6,610

繰入金 4,224 繰出金 他会計繰出金 23,000

繰越金 繰越金 12,000 予備費 予備費 407

諸収入 諸収入 121 84,830

84,830

【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

1,228,330 予備費 予備費 6

1,228,330

【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

430,570 予備費 予備費 6

430,570

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　入　合　計

歳　出　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

歳　出　合　計

歳　入　合　計

1,228,322

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

430,562
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
430,562

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

1,228,322
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

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


