
平成２０年度
<単位：千円>

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

負担金 負担金 52,471 会議費 会議費 900

国庫支出金 国庫補助金 21,340 総務費 総務管理費 88,020

繰入金 他会計繰入金 14,001 事業費 事業費 39,850

繰越金 繰越金 38,000 借入金償還金 借入金償還金 1

諸収入 諸収入 369,828 諸支出金 諸支出金 357,430

495,640 繰出金 他会計繰出金 2

予備費 予備費 9,437

495,640

【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 1,100,841 審査支払管理費 1,003,895

共電手数料 340,494 共電管理費 451,240

国庫支出金 国庫補助金 10,000 審査委員会費 審査委員会費 101,910

府支出金 府補助金 18,000 特別審査負担金 特別審査負担金 1,500

負担金 負担金 36,300 レセプト電算処理 レセプト電算処理

繰入金 他会計繰入金 120,003 システム特別分担金 システム特別分担金

繰越金 繰越金 170,000 積立金 積立金 104,300

諸収入 諸収入 8,352 借入金償還金 借入金償還金 2,471

1,803,990 繰出金 他会計繰出金 73,001

公債費 公債費 1

予備費 予備費 38,012

1,803,990

【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 182,544,008

受託受入金 保健事業等受託受入金 14,858,988

繰越金 繰越金 1,400

諸収入 諸収入 4

197,404,400 借入金償還金 借入金償還金 1

繰出金 繰出金 1

予備費 予備費 1,402

197,404,400

【老人保健診療報酬支払勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

繰越金 繰越金 100 借入金償還金 借入金償還金 1

諸収入 諸収入 6 繰出金 繰出金 1

21,779,110 予備費 予備費 104

21,779,110

診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算

歳　入　合　計

手数料

国保診療報酬
支出金

老人保健診療報酬
受入金

老人保健診療報酬
受入金

老人保健診療報酬
支出金

21,779,004

国保診療報酬
支出金

182,544,008

保健事業等
受託支出金

14,858,988

老人保健診療報酬
支出金

21,779,004

歳　出　合　計

歳　出　合　計

一般会計歳入歳出予算

27,660

歳　入　合　計

歳　出　合　計

受託支出金

各会計歳入歳出予算

歳　入　合　計

歳　出　合　計

総務費

歳　入　合　計



【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

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 8 繰出金 繰出金 1

4,003,520 予備費 予備費 506

4,003,520

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 3,000 退職手当金 退職手当金 7,000

繰入金 他会計繰入金 124,000 積立金 積立金 120,000

繰越金 繰越金 500 予備費 予備費 510

諸収入 諸収入 10 127,510

127,510

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

借入金 借入金 30,000 貸付金 貸付金 100,000

貸付金償還金 貸付金償還金 100,001 借入金償還金 借入金償還金 30,000

繰越金 繰越金 1 事務費 事務費 10

諸収入 諸収入 8 130,010

130,010

融資基金勘定

職員退職手当金特別会計歳入歳出予算

高額療養費支払資金貸付金特別会計歳入歳出予算

歳　入　合　計

歳　入　合　計

歳　出　合　計

歳　出　合　計

歳　入　合　計

歳　出　合　計

公費負担医療
支出金

4,003,0124,003,012
公費負担医療

受入金
公費負担医療

受入金
公費負担医療

支出金

歳　入　合　計

歳　出　合　計



歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

総務費 総務管理費 11,470

交付金支出金 交付金支出金 26,546,420

国庫支出金 国庫補助金 48,750

府支出金 府補助金 1

借入金償還金 借入金償還金 8

予備費 予備費 1,002

繰入金 他会計繰入金 2 26,661,880

繰越金 繰越金 1,001

諸収入 諸収入 4

借入金 借入金 2

26,661,880

【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 手数料 242,880 審査支払管理費 120,450

国庫支出金 国庫補助金 1

府支出金 府補助金 5,000

負担金 負担金 200 共同処理管理費 18,380

繰入金 繰入金 3 審査委員会費 審査委員会費 2,610

繰越金 繰越金 500

諸収入 諸収入 1,696

250,280 国保中央会負担金 国保中央会負担金 24,120

積立金 積立金 10,500

借入金償還金 借入金償還金 1

繰出金 他会計繰出金 34,000

予備費 予備費 19,399

250,280

【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 133,332,006 介護給付費支出金 介護給付費支出金 133,332,006

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 3 予備費 予備費 402

133,332,410 133,332,410

【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

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 5 予備費 予備費 14

1,414,800 1,414,800

介護保険事業関係業務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

歳　入　合　計

歳　入　合　計

歳　入　合　計

共同事業
事務費拠出金

共同事業
事務費拠出金

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

公費負担医療等
受入金

共同事業
拠出金

共同事業
拠出金

公費負担医療等
受入金

1,414,784

歳　出　合　計

2,170

公費負担医療等
支出金

220

歳　出　合　計

18,650

26,546,420

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

102,760

歳　出　合　計

1,414,784

歳　出　合　計

総務費
介護サービス

苦情処理管理費

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

公費負担医療等
支出金

歳　入　合　計

1,190

64,510

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



【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 35,874 支払管理費 24,880

電子証明書発行手数料受入金 2,497 電子証明書発行手数料支出金 2,496

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 900

負担金 負担金 2

訪問調査料受入金 訪問調査料受入金 1

他会計繰入金 1 積立金 積立金 3,030

繰入金 3 借入金償還金 借入金償還金 1

繰越金 繰越金 1 繰出金 他会計繰出金 1,000

諸収入 諸収入 40 予備費 予備費 812

39,320 39,320

【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 18,381,606 障害介護給付費支出金 障害介護給付費支出金 18,381,606

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

18,381,620 18,381,620

【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 2,356,806 障害児施設給付費支出金 障害児施設給付費支出金 2,356,806

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

2,356,820 2,356,820

障害者自立支援
電算処理特別分担金

歳　入　合　計

歳　入　合　計 歳　出　合　計

繰入金

歳　出　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

手数料

歳　入　合　計 歳　出　合　計

7,100

訪問調査委託料
支出金

訪問調査委託料支出金 1

障害者自立支援
電算処理特別分担金

総務費



【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 628,337 審査支払管理費 491,004

広域連合委託事務手数料 134,739 広域連合委託事務管理費 118,260

国庫支出金 国庫補助金 1 審査委員会費 審査委員会費 61,180

府支出金 府補助金 1 特別審査負担金 特別審査負担金 1,200

繰入金 2 審査支払等負担金 審査支払等負担金 17,880

積立金繰入金 1 積立金 積立金 20,000

繰越金 繰越金 1 借入金償還金 借入金償還金 4

諸収入 諸収入 1,448 繰出金 他会計繰出金 48,000

764,530 公債費 公債費 1

予備費 予備費 7,001

764,530

【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

213,891,010 213,891,010

【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 944,686 公費負担医療支出金 公費負担医療支出金 944,686

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 2 予備費 予備費 2

944,690 944,690

繰入金

歳　入　合　計 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

213,891,004
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

213,891,004

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　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 60,551 総務費 総務管理費 43,635

国庫支出金 国庫補助金 1 積立金 積立金 10,001

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 5,000

繰入金 2 繰出金 他会計繰出金 2,000

繰越金 繰越金 1 予備費 予備費 2

諸収入 諸収入 83 60,640

60,640

【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

1,067,330 予備費 予備費 6

1,067,330

【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

358,410 予備費 予備費 6

358,410

358,402
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

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

特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計歳入歳出予算

歳　出　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

1,067,322
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
1,067,322

歳　出　合　計

358,402

歳　入　合　計

歳　出　合　計


