
<単位：千円>

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

負担金 負担金 50,971 会議費 会議費 600

国庫支出金 国庫補助金 17,320 総務費 総務管理費 91,770

府支出金 府補助金 18,000 事業費 事業費 81,911

繰入金 他会計繰入金 52,001 借入金償還金 借入金償還金 1

繰越金 繰越金 48,000 諸支出金 諸支出金 10,980

諸収入 諸収入 208 繰出金 他会計繰出金 2

186,500 予備費 予備費 1,236

186,500

【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 956,307 審査支払管理費 862,300

共電手数料 360,121 共電管理費 532,030

事務費 3,021 審査委員会費 審査委員会費 97,460

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 67,220 システム特別分担金 システム特別分担金

他会計繰入金 122,060 積立金 積立金 403,721

繰入金 20,004 借入金償還金 借入金償還金 2,471

繰越金 繰越金 440,000 繰出金 他会計繰出金 4,002

諸収入 諸収入 4,947 公債費 公債費 1

1,988,680 予備費 予備費 19,385

1,988,680

【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 217,104,008 国保診療報酬支出金 国保診療報酬支出金 217,104,008

受託受入金 保健事業等受託受入金 23,700,920 受託支出金 保健事業等受託支出金 23,700,920

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

240,809,930 予備費 予備費 5,000

240,809,930

【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 4,473,395 公費負担医療支出金 公費負担医療支出金 4,473,395

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 5 繰出金 繰出金 1

4,474,200 予備費 予備費 803

4,474,200

診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算

歳　出　合　計

手数料

一般会計歳入歳出予算

62,310

歳　入　合　計

総務費

繰入金

歳　入　合　計

歳　出　合　計

歳　入　合　計

歳　出　合　計

平成２６年度       各会計歳入歳出予算

歳　出　合　計

歳　入　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 46,400

他会計繰入金 6 積立金 積立金 1

繰入金 44,400 予備費 予備費 9

繰越金 繰越金 500 46,410

諸収入 諸収入 4

46,410

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 20,310

共同事業拠出金 共同事業拠出金 28,957,630 交付金支出金 交付金支出金 29,003,630

国庫支出金 国庫補助金 63,000

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 47,001 予備費 予備費 1,006

諸収入 諸収入 4 29,233,480

借入金 借入金 2

29,233,480

歳　出　合　計

歳　入　合　計

164,660

超高額医療費共同
事業事務費拠出金

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

超高額医療費共同
事業事務費拠出金

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

220

歳　入　合　計

歳　出　合　計

208,310

歳　出　合　計

超高額医療費共同
事業医療費交付金

歳　入　合　計

歳　出　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

繰入金

超高額医療費共同
事業医療費交付金



【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 242,505 審査支払管理費 184,640

電子証明書
発行手数料受入金

13,341
介護サービス

苦情処理管理費
17,280

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 繰入金 3 審査委員会費 審査委員会費 2,180

繰越金 繰越金 160,000 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

諸収入 諸収入 1,590 国保中央会負担金 国保中央会負担金 58,860

427,920 積立金 積立金 501

借入金償還金 借入金償還金 1

繰出金 他会計繰出金 108,002

予備費 予備費 20,006

427,920

【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 195,624,006 介護給付費支出金 介護給付費支出金 195,624,006

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

195,624,520 195,624,520

【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 1,901,262 公費負担医療等支出金 公費負担医療等支出金 1,901,262

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 2 予備費 予備費 6

1,901,270 1,901,270

【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 59,633 支払管理費 51,060

電子証明書発行手数料受入金 7,801 電子証明書発行手数料支出金 7,800

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 920

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 10,150

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 1

繰越金 繰越金 25,000 予備費 予備費 1,447

諸収入 諸収入 158 93,520

93,520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

繰入金

23,060

歳　入　合　計

障害者総合支援等
電算処理特別分担金

総務費

障害者総合支援等
電算処理特別分担金

歳　入　合　計 歳　出　合　計

介護予防・日常生活支援
総合事業費支出金

歳　出　合　計

手数料

介護予防・日常生活支援
総合事業費支出金

歳　出　合　計

3

介護保険事業関係業務特別会計歳入歳出予算

3

総務費

電子証明書
発行手数料支出金

13,340

障害者自立支援事業関係業務特別会計歳入歳出予算

介護予防・日常生活支援
総合事業費受入金

歳　入　合　計

歳　出　合　計



【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 49,800,004 障害介護給付費支出金 障害介護給付費支出金 49,800,004

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

49,800,010 49,800,010

【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 3,048,004 障害児給付費支出金 障害児給付費支出金 3,048,004

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

3,048,010 3,048,010

【業務勘定】

歳入 歳出

款 項 金　　額 款 項 金　　額

手数料 699,551 審査支払管理費 622,720

広域連合委託事務手数料 117,341 広域連合委託事務管理費 79,100

国庫支出金 国庫補助金 1 審査委員会費 審査委員会費 69,360

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 23,690 審査支払システム等負担金 審査支払システム等負担金 29,640

繰入金 繰入金 3 積立金 積立金 63,790

繰越金 繰越金 50,000 借入金償還金 借入金償還金 4

諸収入 諸収入 103 繰出金 他会計繰出金 20,001

890,690 公債費 公債費 1

予備費 予備費 2,274

890,690

【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

315,000,010 315,000,010

【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 1,391,914 公費負担医療支出金 公費負担医療支出金 1,391,914

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 14 予備費 予備費 14

1,391,930 1,391,930歳　出　合　計

歳　入　合　計

歳　入　合　計

総務費

後期高齢者医療
診療報酬受入金

315,000,004

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

後期高齢者医療
診療報酬受入金

315,000,004

歳　入　合　計

歳　出　合　計

歳　出　合　計

歳　入　合　計 歳　出　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



【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 34,300

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 4,000 諸支出金 諸支出金 6,020

繰入金 3 繰出金 他会計繰出金 1

繰越金 繰越金 5,000 予備費 予備費 887

諸収入 諸収入 162 51,360

51,360

【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 2,664,604

預託金取崩収入 預託金取崩収入 2,690,660 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 46,061

諸収入 諸収入 20,013 予備費 予備費 2

2,710,680 2,710,680

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 400,000 損害賠償金支出金 損害賠償金支出金 400,000

繰越金 繰越金 1 予備費 予備費 10

諸収入 諸収入 9 400,010

400,010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

後期高齢者健診等
費用支出金

372,602

特定健診・特定保健
指導等費用支出金

歳　入　合　計

372,602

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

特定健診・特定保健
指導等費用支出金

特定健診・特定保健
指導等費用受入金

1,124,642

後期高齢者健診等
費用支出金

歳　出　合　計

1,124,642

歳　出　合　計

特定健診・特定保健
指導等費用受入金

歳　入　合　計 歳　出　合　計

歳　入　合　計

歳　出　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

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


