
<単位：千円>

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

負担金 負担金 51,316 会議費 会議費 900

国庫支出金 国庫補助金 15,440 総務費 総務管理費 95,130

繰入金 他会計繰入金 23,001 事業費 36,441

特定資産収入 基金取崩収入 0

特定資産運用収入 基金運用収入 0

繰越金 繰越金 40,370 借入金償還金 借入金償還金 1

諸収入 諸収入 263,333 諸支出金 諸支出金 259,320

393,460 繰出金 他会計繰出金 2

予備費 予備費 1,666

393,460

【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 977,097 審査支払管理費 910,650

共電手数料 351,951 共電管理費 562,370

事務費 3,021 審査委員会費 審査委員会費 97,300

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 3,700

府支出金 府補助金 28,000 レセプト電算処理 レセプト電算処理

負担金 負担金 59,030 システム特別分担金 システム特別分担金

他会計繰入金 132,570 積立金 積立金 71,731

繰入金 70,003 借入金償還金 借入金償還金 2,471

繰越金 繰越金 140,000 繰出金 他会計繰出金 45,901

諸収入 諸収入 3,558 公債費 公債費 1

1,775,230 予備費 予備費 20,376

1,775,230

【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 208,728,008 国保診療報酬支出金 国保診療報酬支出金 208,728,008

受託受入金 保健事業等受託受入金 21,839,920 受託支出金 保健事業等受託支出金 21,839,920

繰越金 繰越金 1,400 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

230,569,330 予備費 予備費 1,400

230,569,330

【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 4,003,477 公費負担医療支出金 公費負担医療支出金 4,003,477

繰越金 繰越金 500 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

4,003,980 予備費 予備費 501

4,003,980

繰入金

歳　入　合　計

歳　出　合　計

手数料

一般会計歳入歳出予算

60,730

歳　入　合　計

診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算

総務費

事業費 国保介護従事者処遇
改善基金事業費

0

歳　出　合　計

歳　入　合　計

歳　入　合　計

歳　出　合　計

平成２４年度       各会計歳入歳出予算

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 6,753,600

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 7

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 5,031 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 5,031

繰越金 繰越金 450 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 7 予備費 予備費 456

5,490 5,490

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

財産収入 財産運用収入 2,900 退職手当金 退職手当金 77,300

繰入金 他会計繰入金 77,701 積立金 積立金 3,400

繰越金 繰越金 500 予備費 予備費 410

諸収入 諸収入 9 81,110

81,110

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 1,180 総務費 総務管理費 17,930

共同事業拠出金 共同事業拠出金 28,571,090 交付金支出金 交付金支出金 28,623,870

国庫支出金 国庫補助金 60,340

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 8

繰越金 繰越金 53,781 予備費 予備費 1,002

諸収入 諸収入 4 28,841,260

借入金 借入金 2

28,841,260

歳　入　合　計

歳　出　合　計

超高額医療費共同
事業医療費交付金

歳　出　合　計

歳　入　合　計

154,860

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

歳　入　合　計

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

歳　入　合　計

歳　出　合　計

歳　入　合　計

歳　出　合　計

高額療養費支払資金貸付金特別会計歳入歳出予算

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

198,230

220

超高額医療費共同
事業医療費交付金

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 手数料 256,369 審査支払管理費 160,070

国庫支出金 国庫補助金 1

府補助金 5,000

府委託料 840 共同処理管理費 20,360

負担金 負担金 200 審査委員会費 審査委員会費 2,170

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 2,090

国保中央会負担金 国保中央会負担金 31,650

繰入金 繰入金 3

繰越金 繰越金 102,000

諸収入 諸収入 637 積立金 積立金 30,450

965,050 借入金償還金 借入金償還金 1

繰出金 他会計繰出金 87,801

予備費 予備費 16,608

965,050

【介護給付費支払勘定】

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 167,664,006 介護給付費支出金 介護給付費支出金 167,664,006

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 400 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 10 予備費 予備費 409

167,664,420 167,664,420

【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 1,719,031 公費負担医療等支出金 公費負担医療等支出金 1,719,031

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 10 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 8 予備費 予備費 17

1,719,050 1,719,050

【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 50,423 支払管理費 45,520

電子証明書発行手数料受入金 2,471 電子証明書発行手数料支出金 2,470

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 870

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 10,100

他会計繰入金 1 借入金償還金 借入金償還金 1

繰入金 3 繰出金 他会計繰出金 2,100

繰越金 繰越金 18,740 予備費 予備費 598

諸収入 諸収入 108 72,620

72,620

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

3

介護職員処遇改善
交付金受入金

介護職員処遇改善
交付金受入金

歳　入　合　計

手数料

介護予防・日常生活支援
総合事業費受入金

600,000

11,830
障害者自立支援

電算処理特別分担金

総務費

障害者自立支援
電算処理特別分担金

繰入金

3

介護職員処遇
改善交付金支出金

介護職員処遇
改善交付金支出金

歳　入　合　計

歳　入　合　計

歳　出　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

歳　入　合　計

障害者自立支援事業関係業務特別会計歳入歳出予算

13,850総務費
介護サービス

苦情処理管理費

介護保険事業関係業務特別会計歳入歳出予算

府支出金

歳　出　合　計

600,000



【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 35,150,006 障害介護給付費支出金 障害介護給付費支出金 35,150,006

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 10 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 3 予備費 予備費 12

35,150,020 35,150,020

【障害児施設給付費支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

障害児施設給付費受入金 障害児施設給付費受入金 2,443,006 障害児施設給付費支出金 障害児施設給付費支出金 2,443,006

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 5 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 8 予備費 予備費 12

2,443,020 2,443,020

【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 620,034 審査支払管理費 578,850

広域連合委託事務手数料 102,401 広域連合委託事務管理費 81,220

国庫支出金 国庫補助金 1 審査委員会費 審査委員会費 68,960

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 21,350 審査支払システム等負担金 審査支払システム等負担金 24,730

繰入金 繰入金 3 積立金 積立金 41,850

繰越金 繰越金 100,000 借入金償還金 借入金償還金 4

諸収入 諸収入 510 繰出金 他会計繰出金 44,500

844,300 公債費 公債費 1

予備費 予備費 385

844,300

【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 1 繰出金 繰出金 1

諸収入 諸収入 4 予備費 予備費 4

280,200,010 280,200,010

【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 1,262,433 公費負担医療支出金 公費負担医療支出金 1,262,433

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 15 予備費 予備費 15

1,262,450 1,262,450

歳　入　合　計

歳　出　合　計

歳　入　合　計 歳　出　合　計

手数料

歳　入　合　計

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

後期高齢者医療
診療報酬受入金

総務費

歳　入　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

280,200,004
後期高齢者医療
診療報酬受入金

280,200,004

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 手数料 40,823 総務費 審査支払管理費 34,610

国庫支出金 国庫補助金 1 積立金 積立金 10,150

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 6,000 諸支出金 諸支出金 5,310

繰入金 3 繰出金 他会計繰出金 1,400

繰越金 繰越金 5,000 予備費 予備費 518

諸収入 諸収入 162 51,990

51,990

【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

1,124,410 予備費 予備費 6

1,124,410

【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

252,010 予備費 予備費 6

252,010

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 3,325,754

預託金取崩収入 預託金取崩収入 3,363,320 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 57,571

諸収入 諸収入 20,013 予備費 予備費 2

3,383,340 3,383,340

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

特定健診・特定保健
指導等費用支出金

252,002

繰入金

歳　入　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

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

1,124,402

歳　出　合　計

252,002
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

歳　出　合　計

1,124,402
特定健診・特定保健
指導等費用支出金

歳　入　合　計

歳　出　合　計

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


