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令和５年度白浜町国民健康保険事業特別会計予算 

 

 令和５年度白浜町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，８２８，０００千円と定める。 

２ 直営日置診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，０００千円と定める。 

３ 直営三舞診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，２００千円と定める。 

４ 直営川添診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０，０００千円と定める。 

５ 事業勘定、直営日置診療施設勘定、直営三舞診療施設勘定及び直営川添診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

 ⑴ 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用 

 ⑵ 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

   令和５年２月  日提出 

 

                                白浜町長 井澗 誠 
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事  業  勘  定 



８，００５  1. 延滞金、加算金及び過料

１００

  8. 諸収入 ８，０７５

  1. 繰越金

  7. 繰越金 １００

２６９，３１１

  2. 基金繰入金 １５，３１９

  1. 他会計繰入金

１００

  6. 繰入金 ２８４，６３０

  1. 財産運用収入

２，０８９，６６９

  5. 財産収入 １００

  1. 県補助金

４００

  4. 県支出金 ２，０８９，６６９

  1. 手数料

４４５，０２６

  2. 使用料及び手数料 ４００

  1. 国民健康保険税

  1. 国民健康保険税 ４４５，０２６
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

　　歳　入 単位：千円 

款 項 金                   額
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６９

歳                 入                 合                 計 ２，８２８，０００

  4. 雑入

単位：千円 

款 項 金                   額

  2. 預金利子 １



１  1. 共同事業拠出金

５８，９４７

  4. 共同事業拠出金 １

  3. 介護納付金分

４５５，２２０

  2. 後期高齢者支援金等分 １５８，４６９

  1. 医療給付費分

  3. 国民健康保険事業費納付金 ６７２，６３６

６，０００

  4. 葬祭諸費 １，６５０

  3. 出産育児諸費

１，７６２，６６７

  2. 高額療養費 ２７０，３５０

  1. 療養諸費

１７８

  2. 保険給付費 ２，０４０，６６７

  3. 運営協議会費

４６，４３０

  2. 徴税費 ５，０２８

  1. 総務管理費

  1. 総務費 ５１，６３６
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　　歳　出 単位：千円 

款 項 金                   額
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３，２６７

歳                 出                 合                 計 ２，８２８，０００

  1. 予備費

 10. 予備費 ３，２６７

２，２００

  2. 繰出金 ８，５２４

  1. 償還金及び還付加算金

４００

  9. 諸支出金 １０，７２４

  1. 公債費

１００

  8. 公債費 ４００

  1. 基金積立金

  7. 基金積立金 １００

１２，３９５

  2. 特定健康診査等事業費 ３６，１７４

  1. 保健事業費

単位：千円 

款 項 金                   額

  6. 保健事業費 ４８，５６９



△１６

歳          入          合          計 ２，８２８，０００ ２，９００，０００ △７２，０００

  8. 諸収入 ８，０７５ ８，０９１

△３３，７９８

  7. 繰越金 １００ １００ ０

  6. 繰入金 ２８４，６３０ ３１８，４２８

△３，１８４

  5. 財産収入 １００ １００ ０

  4. 県支出金 ２，０８９，６６９ ２，０９２，８５３

△３５，００２

  2. 使用料及び手数料 ４００ ４００ ０

  1. 国民健康保険税 ４４５，０２６ ４８０，０２８

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比　　　較
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歳入歳出予算事項別明細書１ 　総　括

(歳　入) 単位：千円 



 10. 予備費 3,267 10,735 △7,468
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3,267

歳     出     合     計 2,828,000 2,900,000 △72,000 2,077,366 8,534 742,100

400

  9. 諸支出金 10,724 10,535 189 8,522

  8. 公債費 400 400 0

2,202

  7. 基金積立金 100 100 0 100

  6. 保健事業費 48,569 46,398 2,171 21,567 29 26,973

8,000 650,976

  4. 共同事業拠出金 1 1 0

  3. 国民健康保険事業費納付金 672,636 735,747 △63,111 13,660

1

  2. 保険給付費 2,040,667 2,042,357 △1,690 2,031,560 9,107

  1. 総務費 51,636 53,727 △2,091 2,057 405 49,174

(歳　出) 単位：千円 

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較 特 　　   定 　    財      源
一般財源

国 県 支 出 金 地 方 債　 そ  の  他



計 445,026 480,028 △35,002

介護納付金分滞納 17 介護納付金分滞納繰越分                                　17

繰越分

  6.

分滞納繰越分

  5. 後期高齢者支援金 19 後期高齢者支援金分滞納繰越分                          　19

険税 繰越分

  2. 退職被保険者等国民健康保 115 168 △53   4. 医療給付費分滞納 79 医療給付費分滞納繰越分                                　79

介護納付金分滞納 2,256 介護納付金分滞納繰越分                             　2,256

繰越分

  6.

後期高齢者支援金 4,235 後期高齢者支援金分滞納繰越分                       　4,235

分滞納繰越分

  5.

医療給付費分滞納 10,387 医療給付費分滞納繰越分                            　10,387

繰越分

  4.

介護納付金分現年 41,879 介護納付金分現年課税分                            　41,879

課税分

  3.

後期高齢者支援金 114,492 後期高齢者支援金分現年課税分                     　114,492

分現年課税分

  2.

  1. 一般被保険者国民健康保険 444,911 479,860 △34,949   1. 医療給付費分現年 271,662 医療給付費分現年課税分                           　271,662

税 課税分
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２  歳　入

（款）   1. 国民健康保険税 （項）   1. 国民健康保険税 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



計 100 100 0

－239－　　　 

（款）   5. 財産収入 （項）   1. 財産運用収入

  1. 利子及び配当金 100 100 0   1. 利子 100 国民健康保険基金利子                                 　100

財政対策費補助金 4,107 財政対策費補助金                                   　4,107

計 2,089,669 2,092,853 △3,184

  2. 財政対策費補助金 4,107 3,263 844   1.

特定健康診査等負担金                               　5,234

県繰入金（２号分）                                　22,613

特別交付金 54,002 保険者努力支援分                                  　14,596  2.

特別調整交付金分                                  　11,559

（款）   4. 県支出金 （項）   1. 県補助金

  1. 保険給付費等交付金 2,085,562 2,089,590 △4,028   1. 普通交付金 2,031,560

計 400 400 0

普通交付金                                     　2,031,560

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 督促手数料 400 400 0   1. 督促手数料 400 保険税督促手数料                                     　400

（款）   2. 使用料及び手数料 （項）   1. 手数料 単位：千円



計 269,311 279,813 △10,502

その他一般会計繰 16,891 その他一般会計繰入金                              　12,784

入金

  7.

地方単独事業波及分繰入金                           　4,107

財政安定化支援事 46,095 財政安定化支援事業繰入金                          　46,095

業繰入金

  6.

出産育児一時金等 4,640 出産育児一時金等繰入金                             　4,640

繰入金

  5.

職員給与費等繰入 37,091 職員給与費等繰入金                                　37,091

金

  4.

未就学児均等割保 738 未就学児均等割保険税繰入金                           　738

険税繰入金

  3.

金（保険者支援分

）

  2. 保険基盤安定繰入 54,554 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）                　54,554

）

金（保険税軽減分

  1. 一般会計繰入金 269,311 279,813 △10,502   1. 保険基盤安定繰入 109,302 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）               　109,302
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（款）   6. 繰入金 （項）   1. 他会計繰入金 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



計 8,005 8,005 0
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退職被保険者延滞 5 退職被保険者延滞金                                     　5

金

  2.

  3. 延滞金 8,005 8,005 0   1. 一般被保険者延滞 8,000 一般被保険者延滞金                                 　8,000

金

計 100 100 0

（款）   8. 諸収入 （項）   1. 延滞金、加算金及び過料

（款）   7. 繰越金 （項）   1. 繰越金

  1. 前年度繰越金 100 100 0   1.

計 15,319 38,615 △23,296

前年度繰越金 100 前年度剰余金繰越金                                   　100

繰入金

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 国民健康保険基金繰入金 15,319 38,615 △23,296   1. 国民健康保険基金 15,319 国民健康保険基金繰入金                            　15,319

（款）   6. 繰入金 （項）   2. 基金繰入金 単位：千円



歳　入　合　計 2,828,000 2,900,000 △72,000

雑入                                                  　10

計 69 85 △16

歩数計購入費負担金                                    　17

  5. 雑入 39 55 △16   1. 雑入 39 ウォーキング大会傷害保険料                            　12

退職被保険者等返 5 退職被保険者等返納金                                   　5

納金

  4. 退職被保険者等返納金 5 5 0   1.

金

  3. 一般被保険者返納金 5 5 0   1. 一般被保険者返納 5 一般被保険者返納金                                     　5

退職被保険者等第 10 退職被保険者等第三者納付金                            　10

金 三者納付金

  2. 退職被保険者等第三者納付 10 10 0   1.

者納付金

  1. 一般被保険者第三者納付金 10 10 0   1. 一般被保険者第三 10 一般被保険者第三者納付金                              　10

計 1 1 0

（款）   8. 諸収入 （項）   4. 雑入

  1. 預金利子 1 1 0   1. 預金利子 1 町預金利子                                             　1
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（款）   8. 諸収入 （項）   2. 預金利子 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



消耗品費                       　200
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 10. 需用費 660 コピー代                        　60

普通旅費                        　20

通勤費用（会計年度任用職）      　51

  8. 旅費 73 費用弁償                         　2

地方公務員災害補償基金負担金    　50

雇用保険料（会計年度任用職）    　27

社会保険料（会計年度任用職）   　180

                               　132

職員共済組合負担金（会計年度任用職）

職員共済組合負担金           　6,216  4. 共済費 6,605

）                           　1,180

市町村総合事務組合負担金（退職手当分

勤勉手当                     　3,201

期末手当（会計年度任用職）     　322

期末手当                     　3,842

児童手当                       　480

超過勤務手当                 　1,300

特殊勤務手当                    　50

住宅手当                       　336

通勤手当                       　383

扶養手当                       　900  3. 職員手当等 11,994

一般職給料（4人）           　16,848  2. 給料 16,848

会計年度任用職報酬（1人）    　1,59344,486   1. 報酬 1,593  1. 一般管理費 44,543 46,660 △2,117 57

特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

３  歳　出

（款）   1. 総務費 （項）   1. 総務管理費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較



計 46,430 48,601 △2,171 57 46,373

及び交付金

会負担金

国民健康保険団体連合会負担金 　1,887

険団体連合

1,887  18. 負担金、補助 1,887

及び交付金 金                             　142

  2. 国民健康保 1,887 1,941 △54

オンライン資格確認等システム運営負担 18. 負担金、補助 142

駐車場使用料                     　5借料

 13. 使用料及び賃 40 有料道路通行料                  　35

                                　67

国保自動連携関連機器延長保守委託料

国保情報集約システム委託料     　898

システム保守委託料             　385

 12. 委託料 4,748 共同電算処理委託料           　3,398

廃棄物処理手数料                　40

郵便料                       　1,800 11. 役務費 1,840

印刷製本費                     　400

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源
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（款）   1. 総務費 （項）   1. 総務管理費 単位：千円
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405 2,623

借料 駐車場使用料                     　2

計 5,028 4,948 80 2,000

有料道路通行料                   　8 13. 使用料及び賃 10

コンビニ収納手数料             　580

口座振替手数料                 　275

郵便料                       　1,100 11. 役務費 1,955

印刷製本費                     　350

消耗品費                       　330

コピー代                        　40 10. 需用費 720

普通旅費                         　5

  8. 旅費 70 通勤費用（会計年度任用職）      　65

雇用保険料（会計年度任用職）    　27

社会保険料（会計年度任用職）   　183

                               　134

職員共済組合負担金（会計年度任用職）  4. 共済費 344

期末手当（会計年度任用職）     　324  3. 職員手当等 324

会計年度任用職報酬（1人）    　1,605405 2,623   1. 報酬 1,605  1. 賦課徴収費 5,028 4,948 80 2,000

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

（款）   1. 総務費 （項）   2. 徴税費 単位：千円



178計 178 178 0

 10. 需用費 10 食糧費                          　10

　3,500円×16人×3回

国保運営協議会委員報酬         　168

費

178   1. 報酬 168  1. 運営協議会 178 178 0

比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他
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（款）   1. 総務費 （項）   3. 運営協議会費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度
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1,457

資格過誤手数料                 　293

計 1,762,667 1,763,907 △1,240 1,761,210

レセプト二次点検手数料         　489

レセプト画像管理手数料         　587

レセプト電算化手数料            　66

出産育児一時金審査支払手数料     　4

医療費審査支払手数料         　5,568

数料

1,457  11. 役務費 7,007

及び交付金

  5. 審査支払手 7,007 7,007 0 5,550

退職被保険者等療養費            　10

者等療養費

 18. 負担金、補助 10

及び交付金

  4. 退職被保険 10 50 △40 10

一般被保険者療養費          　15,600

者療養費

 18. 負担金、補助 15,600  3. 一般被保険 15,600 16,800 △1,200 15,600

付費

及び交付金

 18. 負担金、補助 50 退職被保険者等療養給付費        　50

者等療養給

  2. 退職被保険 50 50 0 50

及び交付金

費

一般被保険者療養給付費   　1,740,000

者療養給付

 18. 負担金、補助 1,740,000  1. 一般被保険 1,740,000 1,740,000 0 1,740,000

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

（款）   2. 保険給付費 （項）   1. 療養諸費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源



6,000

及び交付金

計 6,000 6,300 △300

6,000 出産育児一時金               　6,000

時金

6,000  18. 負担金、補助

（款）   2. 保険給付費 （項）   3. 出産育児諸費

  1. 出産育児一 6,000 6,300 △300

計 270,350 270,350 0 270,350

及び交付金

合算療養費

一般被保険者高額介護合算療養費 　300

者高額介護

 18. 負担金、補助 300  3. 一般被保険 300 300 0 300

養費

及び交付金

 18. 負担金、補助 50 退職被保険者等高額療養費        　50

者等高額療

  2. 退職被保険 50 50 0 50

及び交付金

費

一般被保険者高額療養費     　270,000

者高額療養

 18. 負担金、補助 270,000  1. 一般被保険 270,000 270,000 0 270,000

比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

－248－　　　 

（款）   2. 保険給付費 （項）   2. 高額療養費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度



－249－　　　 

計 158,469 154,218 4,251 158,469

分

                           　158,469

者支援金等

及び交付金者後期高齢

158,469  18. 負担金、補助 158,469 一般被保険者後期高齢者支援金等分

（款）   3. 国民健康保険事業費納付金 （項）   2. 後期高齢者支援金等分

  1. 一般被保険 158,469 154,218 4,251

8,000 433,560計 455,220 528,197 △72,977 13,660

費分

及び交付金

433,560  18. 負担金、補助 455,220 一般被保険者医療給付費分   　455,220

者医療給付

（款）   3. 国民健康保険事業費納付金 （項）   1. 医療給付費分

  1. 一般被保険 455,220 528,197 △72,977 13,660 8,000

1,650

及び交付金

計 1,650 1,800 △150

葬祭費                       　1,6501,650  18. 負担金、補助 1,650  1. 葬祭費 1,650 1,800 △150

特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

（款）   2. 保険給付費 （項）   4. 葬祭諸費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較



計 1 1 0 1

及び交付金

1  18. 負担金、補助 1 退職者医療共同事業拠出金         　1

拠出金

（款）   4. 共同事業拠出金 （項）   1. 共同事業拠出金

  1. 共同事業費 1 1 0

58,947

及び交付金

計 58,947 53,332 5,615

介護納付金分                　58,947

分

58,947  18. 負担金、補助 58,947  1. 介護納付金 58,947 53,332 5,615

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

－250－　　　 

（款）   3. 国民健康保険事業費納付金 （項）   3. 介護納付金分 単位：千円



－251－　　　 

29 7,933

及び交付金

計 12,395 13,344 △949 4,433

人間ドック補助金             　9,842 18. 負担金、補助 9,842

共同電算処理委託料             　594 12. 委託料 594

傷害保険料                      　12

折込手数料                      　43

郵便料                       　1,199

 11. 役務費 1,374 電話料                         　120

印刷製本費                      　66

消耗品費                       　219 10. 需用費 285

講師謝礼                       　30029 7,933   7. 報償費 300  1. 保健事業費 12,395 13,344 △949 4,433

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

（款）   6. 保健事業費 （項）   1. 保健事業費 単位：千円



特定健診（集団）委託料       　7,000

 12. 委託料 28,957 特定保健指導委託料             　512

データ作成手数料                　25

血液検査手数料                  　90

折込手数料                      　86

郵便料                         　677

電話料                         　147

運送料                          　10 11. 役務費 1,035

印刷製本費                     　383

燃料費                          　24

消耗品費                       　463

 10. 需用費 889 コピー代                        　19

普通旅費                         　6

通勤費用（会計年度任用職）     　103  8. 旅費 109

講師謝礼                       　470

  7. 報償費 580 記念品代                       　110

雇用保険料（会計年度任用職）    　53

社会保険料（会計年度任用職）   　355

                               　260

職員共済組合負担金（会計年度任用職）  4. 共済費 668

期末手当（会計年度任用職）     　634  3. 職員手当等 634

会計年度任用職報酬（5人）    　3,226

査等事業費

19,040   1. 報酬 3,226  1. 特定健康診 36,174 33,054 3,120 17,134

比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

－252－　　　 

（款）   6. 保健事業費 （項）   2. 特定健康診査等事業費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度



－253－　　　 

100計 100 100 0

金

 24. 積立金 100 国民健康保険基金利子積立金     　100

険基金積立

（款）   7. 基金積立金 （項）   1. 基金積立金

  1. 国民健康保 100 100 0 100

19,040計 36,174 33,054 3,120 17,134

 17. 備品購入費 50 教材備品費                      　50

借料 駐車場使用料                     　4

有料道路通行料                  　22 13. 使用料及び賃 26

健診結果説明会業務委託料     　1,738

情報提供委託料                 　264

健康づくり推進委託料           　208

データヘルス計画作成委託料   　4,000

                                　80

糖尿病性腎症重症化予防保健指導委託料

特定健診受診率向上事業委託料 　4,055

共同電算委託料                 　300

特定健診（個別）委託料      　10,800

特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

（款）   6. 保健事業費 （項）   2. 特定健康診査等事業費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較



直営川添診療施設勘定繰出金   　8,522

計 8,524 8,335 189 8,522 2

直営三舞診療施設勘定繰出金       　1

金

直営日置診療施設勘定繰出金       　1

設勘定繰出

2  27. 繰出金 8,524  1. 直営診療施 8,524 8,335 189 8,522

（款）   9. 諸支出金 （項）   2. 繰出金

計 2,200 2,200 0 2,200

及び割引料

還付金

200 過年度過誤納還付金             　200

者等保険税

200  22. 償還金、利子  2. 退職被保険 200 200 0

付金

及び割引料

2,000  22. 償還金、利子 2,000 過年度過誤納還付金           　2,000

者保険税還

（款）   9. 諸支出金 （項）   1. 償還金及び還付加算金

  1. 一般被保険 2,000 2,000 0

400

及び割引料

計 400 400 0

一時借入金利子                 　400400  22. 償還金、利子 400  1. 利子 400 400 0

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

－254－　　　 

（款）   8. 公債費 （項）   1. 公債費 単位：千円



742,100

－255－　　　 

歳出合計 2,828,000 2,900,000 △72,000 2,077,366 8,534

予備費                       　3,267

計 3,267 10,735 △7,468 3,267

3,267 予備費 3,267  1. 予備費 3,267 10,735 △7,468

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

（款）  10. 予備費 （項）   1. 予備費 単位：千円



－256－　　　 



－257－　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直 営 日 置 診 療 施 設 勘 定 



９６０

歳                 入                 合                 計 １３，０００

  1. 使用料

１２，０４０

  4. 使用料及び手数料 ９６０

  1. 繰入金

  1. 繰入金 １２，０４０

－258－　　　 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

　　歳　入 単位：千円 

款 項 金                   額



－259－　　　 

１１５

歳                 出                 合                 計 １３，０００

  1. 予備費

９５０

  4. 予備費 １１５

  1. 医業費

  2. 医業費 ９５０

  1. 総務管理費 １１，９３５

　　歳　出 単位：千円 

款 項 金                   額

  1. 総務費 １１，９３５



歳          入          合          計 １３，０００ １１，０００ ２，０００

１，０４０

  4. 使用料及び手数料 ９６０ ０ ９６０

  1. 繰入金 １２，０４０ １１，０００

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比　　　較

－260－　　　 

歳入歳出予算事項別明細書１ 　総　括

(歳　入) 単位：千円 



12,040

－261－　　　 

115

歳     出     合     計 13,000 11,000 2,000 960

  4. 予備費 115 58

10,975

  2. 医業費 950 350 600 950

960

57

  1. 総務費 11,935 10,592 1,343

(歳　出) 単位：千円 

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較 特 　　   定 　    財      源
一般財源

国 県 支 出 金 地 方 債　 そ  の  他



歳　入　合　計 13,000 11,000 2,000

  1. 住宅使用料 960 医師住宅使用料                                       　960

計 960 0 960

  1. 総務使用料 960 0 960

（款）   4. 使用料及び手数料 （項）   1. 使用料

計 12,040 11,000 1,040

一般会計繰入金                                    　12,039

  2. 事業勘定繰入金 1 1 0   1. 事業勘定繰入金 1 事業勘定繰入金                                         　1

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

  1. 一般会計繰入金 12,039 10,999 1,040   1. 一般会計繰入金

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較

12,039

－262－　　　 

２  歳　入

（款）   1. 繰入金 （項）   1. 繰入金 単位：千円



－263－　　　 

計 11,935 10,592 1,343 960 10,975

及び交付金

 18. 負担金、補助 84 県国保診療施設協議会負担金      　84

金

器具費                         　243

  2. 連合会負担 84 84 0 84

 17. 備品購入費 243

85 ケーブルテレビ使用料            　11

複合機借上料                    　74借料

 13. 使用料及び賃

日置診療所出張診療委託料    　10,200

Ｘ線画像診断システム保守委託料 　264

Ｘ線撮影装置保守管理委託料     　275

11,135 電子カルテシステム等保守管理委託料

                               　396

 12. 委託料

医師賠償責任保険料              　81

建物火災保険料                 　120

 11.

施設修繕料                     　150

役務費 218 消防設備保守点検手数料          　17

消耗品費                        　20960 10,891  10. 需用費 170  1. 一般管理費 11,851 10,508 1,343

特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

３  歳　出

（款）   1. 総務費 （項）   1. 総務管理費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較



115 予備費                         　115

計 115 58 57

歳出合計 13,000 11,000 2,000 960 12,040

115

（款）   4. 予備費 （項）   1. 予備費

  1. 予備費 115 58 57 115 予備費

950

医療機器購入費                 　300

計 950 350 600

医療器具購入費                 　600 17. 備品購入費 900

器具修繕料                      　50950  10. 需用費 50  1. 医業費 950 350 600

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

－264－　　　 

（款）   2. 医業費 （項）   1. 医業費 単位：千円



－265－　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直 営 三 舞 診 療 施 設 勘 定 



５０

歳                 入                 合                 計 ６，２００

  1. 雑入

６，１５０

  2. 諸収入 ５０

  1. 繰入金

  1. 繰入金 ６，１５０

－266－　　　 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

　　歳　入 単位：千円 

款 項 金                   額



－267－　　　 

１００

歳                 出                 合                 計 ６，２００

  1. 予備費

４５０

  4. 予備費 １００

  1. 医業費

  2. 医業費 ４５０

  1. 総務管理費 ５，６５０

　　歳　出 単位：千円 

款 項 金                   額

  1. 総務費 ５，６５０



歳          入          合          計 ６，２００ ５，０００ １，２００

１，２００

  2. 諸収入 ５０ ５０ ０

  1. 繰入金 ６，１５０ ４，９５０

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比　　　較

－268－　　　 

歳入歳出予算事項別明細書１ 　総　括

(歳　入) 単位：千円 



6,150

－269－　　　 

100

歳     出     合     計 6,200 5,000 1,200 50

  4. 予備費 100 52

5,600

  2. 医業費 450 150 300 450

50

48

  1. 総務費 5,650 4,798 852

(歳　出) 単位：千円 

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較 特 　　   定 　    財      源
一般財源

国 県 支 出 金 地 方 債　 そ  の  他



歳　入　合　計 6,200 5,000 1,200

  1. 雑入 50 雑入                                                  　50

計 50 50 0

  1. 雑入 50 50 0

（款）   2. 諸収入 （項）   1. 雑入

計 6,150 4,950 1,200

一般会計繰入金                                     　6,149

  2. 事業勘定繰入金 1 1 0   1. 事業勘定繰入金 1 事業勘定繰入金                                         　1

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

  1. 一般会計繰入金 6,149 4,949 1,200   1. 一般会計繰入金

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較

6,149

－270－　　　 

２  歳　入

（款）   1. 繰入金 （項）   1. 繰入金 単位：千円



備品購入費 50

－271－　　　 

器具費                          　50

計 5,650 4,798 852 50 5,600

 17.

ケーブルテレビ使用料            　10

複合機借上料                    　78

テレビ受信料                    　15 13. 使用料及び賃 103

借料

Ｘ線画像診断システム保守委託料 　264

三舞診療所出張診療委託料     　4,230

4,890 電子カルテシステム等保守管理委託料

                               　396

 12. 委託料

建物火災保険料                  　11

消防設備保守点検手数料          　17

医師賠償責任保険料              　81

電話料                          　42 11. 役務費 151

電気料                         　264

施設修繕料                     　100

下水道使用料                    　63

水道料                          　19

消耗品費                        　1050 5,600  10. 需用費 456  1. 一般管理費 5,650 4,798 852

特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

３  歳　出

（款）   1. 総務費 （項）   1. 総務管理費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較



100 予備費                         　100

計 100 52 48

歳出合計 6,200 5,000 1,200 50 6,150

100

（款）   4. 予備費 （項）   1. 予備費

  1. 予備費 100 52 48 100 予備費

450

医療機器購入費                 　300

計 450 150 300

医療器具購入費                 　100 17. 備品購入費 400

器具修繕料                      　50450  10. 需用費 50  1. 医業費 450 150 300

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源
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（款）   2. 医業費 （項）   1. 医業費 単位：千円
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直 営 川 添 診 療 施 設 勘 定 
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

　　歳　入 単位：千円 

款 項 金                   額

  1. 繰入金

  1. 繰入金

  1. 雑入

２９，９９９

  2. 諸収入 １

１

歳                 入                 合                 計 ３０，０００



　　歳　出 単位：千円 

款 項 金                   額

  1. 総務費 ２５，３６８

４，４３８

  1. 総務管理費 ２５，３６８

  1. 医業費

  2. 医業費

  1. 予備費

４，４３８

  4. 予備費 １９４

１９４

歳                 出                 合                 計 ３０，０００
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歳入歳出予算事項別明細書１ 　総　括

(歳　入) 単位：千円 

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比　　　較

５，５００

  2. 諸収入 １ １ ０

  1. 繰入金 ２９，９９９ ２４，４９９

歳          入          合          計 ３０，０００ ２４，５００ ５，５００



(歳　出) 単位：千円 

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較 特 　　   定 　    財      源
一般財源

国 県 支 出 金 地 方 債　 そ  の  他

112

  1. 総務費 25,368 24,218 1,150 25,367

  2. 医業費 4,438 200 4,238 4,438

1

29,999
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194

歳     出     合     計 30,000 24,500 5,500 1

  4. 予備費 194 82
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２  歳　入

（款）   1. 繰入金 （項）   1. 繰入金 単位：千円

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

  1. 一般会計繰入金 19,507 16,166 3,341   1. 一般会計繰入金

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較

19,507 一般会計繰入金                                    　19,507

  2. 事業勘定繰入金 10,492 8,333 2,159   1. 事業勘定繰入金 10,492 事業勘定繰入金                                    　10,492

0

（款）   2. 諸収入 （項）   1. 雑入

計 29,999 24,499 5,500

  1. 雑入 1 雑入                                                   　1

計 1 1 0

  1. 雑入 1 1

歳　入　合　計 30,000 24,500 5,500



３  歳　出

（款）   1. 総務費 （項）   1. 総務管理費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較

  1. 一般管理費 25,303 24,153 1,150

特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

施設修繕料                      　30

消耗品費                        　301 25,302  10. 需用費 60

 11. 役務費 217 消防設備保守点検手数料          　17

水質検査手数料                   　8

分包機点検手数料                　11

医師賠償責任保険料              　81

建物火災保険料                 　100

 12. 委託料 24,868 浄化槽管理委託料                　33

電子カルテシステム等保守管理委託料

                               　396

Ｘ線撮影装置保守管理委託料     　275

Ｘ線画像診断システム保守委託料 　264

へき地診療所患者送迎委託料   　1,100

川添診療所出張診療委託料    　22,800

 13. 使用料及び賃 108 ケーブルテレビ使用料            　10

複合機借上料                    　98借料

器具費                          　50

  2. 連合会負担 65 65 0 65

 17. 備品購入費 50

 18. 負担金、補助 65 県国保診療施設協議会負担金      　65

金
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計 25,368 24,218 1,150 1 25,367

及び交付金
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（款）   2. 医業費 （項）   1. 医業費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

4,238

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

器具修繕料                      　504,438  10. 需用費 50  1. 医業費 4,438 200

計 4,438 200 4,238

医療器具購入費                 　150 17. 備品購入費 4,388

4,438

医療機器購入費               　4,238

（款）   4. 予備費 （項）   1. 予備費

  1. 予備費 194 82 112 194 予備費

歳出合計 30,000 24,500 5,500 1 29,999

194

194 予備費                         　194

計 194 82 112
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１　特　別　職

報　　酬 給　　料 期末手当 地域手当 その他の手当 計

（人） 年間支給率(月分)

　長    等

　議    員

　その他の 16 168 168 168

　特 別 職

計 16 168 168 168

　長    等

　議    員

　その他の 16 168 168 168

　特 別 職

計 16 168 168 168

　長    等

　議    員

　その他の 0 0 0 0

　特 別 職

計 0 0 0 0

給 　与　 費　 明　 細　 書

単位：千円

区　　分 職 員 数

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

共 済 費 合　　計 備　　考

本年度

前年度

比  較
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２　一  般  職

　⑴　総括

(7)
4

(7)
4

(0)
0

　職員数における（　）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

区  分 住宅手当 期末手当 勤勉手当

336 5,122 3,201

330 4,913 2,916

6 209 285

区  分
市町村総合事務組合
負担金(退職手当分)

1,180

2,490

△ 1,310

単位：千円

区 分
職員数
（人）

給　　　与　　　費
共 済 費 合　　計 備　　　　考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

本年度
6,424 16,848 12,472 35,744 7,617 43,361

前年度
6,262 16,600 12,593 35,455 7,291 42,746

比　較
162 248 △ 121 289 326 615

単位：千円

職員手当
の 内 訳

扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 超過勤務手当 休日勤務手当 管理職手当

本年度
900 383 50 1,300 0

前年度
378 216 50 1,300 0 0

比　較
522 167 0 0 0 0

単位：千円

職員手当
の 内 訳

宿日直手当 地域手当
 管理職員特別

勤務手当

市町村総合事務組合
負担金（調整負担

金）

本年度
0 0

前年度
0 0

比　較
0 0
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　　ア　会計年度任用職員以外の職員

4

4

0

区  分 住宅手当 期末手当 勤勉手当

336 3,842 3,201

330 3,683 2,916

6 159 285

区  分
市町村総合事務組合
負担金(退職手当分)

1,180

2,490

△ 1,310

単位：千円

区 分
職員数
（人）

給　　　与　　　費
共 済 費 合　　計 備　　　　考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

本年度
16,848 11,192 28,040 6,266 34,306

前年度
16,600 11,363 27,963 5,811 33,774

比　較
248 △ 171 77 455 532

単位：千円

職員手当
の 内 訳

扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 超過勤務手当 休日勤務手当 管理職手当

本年度
900 383 50 1,300

前年度
378 216 50 1,300 0 0

比　較
522 167 0 0 0 0

単位：千円

職員手当
の 内 訳

宿日直手当 地域手当
 管理職員特別

勤務手当

市町村総合事務組合
負担金（調整負担

金）

本年度
0 0

前年度
0 0 0

比　較
0 0 0
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　　イ　会計年度任用職員

(7)

(7)

(0)

　職員数における（　）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

区  分 超過勤務手当
市町村総合事務組合

負担金(退職手当分)

0 0

単位：千円

区 分
職員数
（人）

給　　　与　　　費
共 済 費 合　　計 備　　　　考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

本年度
6,424 1,280 7,704 1,351 9,055

前年度
6,262 0 1,230 7,492 1,480 8,972

比　較
162 50 212 △ 129 83

単位：千円

職員手当
の 内 訳

通勤手当 特殊勤務手当 休日勤務手当 期末手当 宿日直手当 地域手当

本年度
1,280

前年度
0 1,230

比　較
50
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　⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分

3 給与改定率 0.07%

給　　料 給与改定実施時期

171 平均昇給率 1.03%

その他の増減分 74 （現に在職する職員数） その他 計

本年度 4人 0人 4人

前年度 4人 0人 4人

比　較 0人 0人 0人

職員手当 160 勤勉手当　支給月額0.1月引き上げ

△ 281

　⑶　給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たりの給与

　　イ　初任給

単位：千円

増減額 増減額事由別内訳 説　　　　明 備　　　　考

給与改定に伴う増減分

248 令和4年4月1日

昇給に伴う増加分

職員数の異動状況

△ 121 制度改正に伴う増減分

その他の増減分

区　　　　　　　分 一 般 行 政 職

平均給料月額(円) 349,900

令和５年４月１日見込 平均給与月額(円) 383,620

平均年齢(歳)　　 44.8

平均給料月額(円) 344,675

令和４年４月１日現在 平均給与月額(円) 363,905

平均年齢(歳)　　 44.0

区　　　　　　　分 一 般 行 政 職

高　　　校　　　卒　　　　　　（円） 154,600

大　　　学　　　卒　　　　　　（円） 185,200
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　　ウ　級別職員数

級

　　　（級別の標準的な職務内容）
区　　分

区　　　分
一 般 行 政 職

職員数(人) 構成比(%)

令和５年４月１日見込

６級

５級

0 0.0

0 0.0

４級
3 75.0

３級
1 25.0

２級

１級

計
(0.0)

4 100.0

令和４年４月１日現在

６級

５級

0 0.0

0 0.0

４級
3 75.0

３級
1 25.0

２級

１級

計
(0.0)

4 100.0

６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

一般行政職
課　　　長 副　課　長 係　　　長 主　　　任 主　　　査 主　　　事

技　　　師
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　　エ　昇給

（Ａ） （人）

（Ｂ） （人）

２号給 （人）

４号給 （人）

６号給 （人）

（％）

（Ａ） （人）

（Ｂ） （人）

２号給 （人）

４号給 （人）

６号給 （人）

（％）

　　オ　期末手当・勤勉手当

区　　　　　　　　　分 一 般 行 政 職

本
 
年
 
度

   職員数 4

   昇給に係る職員数 4

　 号級数別内訳 2

2

   比 率（Ｂ）/（Ａ） 100.0

前
 
年
 
度

   職員数 4

   昇給に係る職員数 4

　 号級数別内訳 3

1

   比 率（Ｂ）／（Ａ） 100.0

区　　分
支給期別支給率 支給率計 職制上の段階、職務の

級等による加算措置
備　　考

6月（月分） 12月（月分） （月分）

本  　年　  度 有
2.200 2.200 4.400

前  　年　  度 有
2.150 2.150 4.300

国　の　制　度 有
2.200 2.200 4.400
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　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

支給率等

国の制度
(支給率等)

区 　分
20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度 その他の加算措置等

備　考
（月分） （月分） （月分） （月分）

24.586875 33.27075 47.70900 47.70900
定年前早期退職特例措置

（2％～20％加算）

24.586875 33.27075 47.70900 47.70900
定年前早期退職特例措置

（3％～45％加算）

　　キ　特殊勤務手当

区　　　　　分 一般行政職

給料総額に対する比率（％）　　　 0.3

支給対象職員の比率（％）
50.0

（令和５年４月１日現在）

代表的な特殊勤務手当の名称 税務手当

　　ク　その他の手当

区　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同

通　　勤　　手　　当 同（但し交通用具利用者は異）   通勤距離により2,000円～21,600円の範囲

差　　　異　　　の　　　内　　　容

扶　　養　　手　　当 同

住　　宅　　手　　当 同（但し自らの所有に係る住宅は異） 　月額1,000円（新築・購入した場合は、取得後５年に限り1,500円を加算）


