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	丹波市国民健康保険特別会計事業勘定予算
	議案
	第１表　歳入歳出予算
	１　歳入
	２　歳出


	歳入歳出予算事項別明細書
	１　総括
	（歳入）
	（歳出）

	２　歳入
	1 国民健康保険税
	1 国民健康保険税
	1 一般被保険者国民健康保険税
	2 退職被保険者等国民健康保険税


	2 一部負担金
	1 一部負担金
	1 一般被保険者一部負担金
	2 退職被保険者等一部負担金


	3 使用料及び手数料
	1 手 数 料
	1 督促手数料


	4 国庫支出金
	1 国庫負担金
	1 療養給付費等負担金
	2 高額医療費共同事業負担金
	3 特定健康診査等負担金

	2 国庫補助金
	1 財政調整交付金


	5 療養給付費等交付金
	1 療養給付費等交付金
	1 療養給付費等交付金


	6 前期高齢者交付金
	1 前期高齢者交付金
	1 前期高齢者交付金


	7 県支出金
	1 県負担金
	1 高額医療費共同事業負担金
	2 特定健康診査等負担金

	2 県補助金
	1 国民健康保険事業費補助金
	2 財政調整交付金


	8 共同事業交付金
	1 共同事業交付金
	1 高額医療費共同事業交付金
	2 保険財政共同安定化事業交付金


	9 財産収入
	1 財産運用収入
	1 利子及び配当金


	10 繰 入 金
	1 他会計繰入金
	1 一般会計繰入金

	2 基金繰入金
	1 財政調整基金繰入金


	11 繰 越 金
	1 繰 越 金
	2 その他繰越金


	12 諸 収 入
	1 延滞金、加算金及び過料
	1 延 滞 金
	2 加 算 金
	3 過 料

	3 雑 入
	2 第三者納付金
	3 返 納 金



	３　歳出
	1 総 務 費
	1 総務管理費
	1 一般管理費
	2 連合会負担金

	2 徴 税 費
	1 賦課徴収費
	2 滞納処分費

	3 運営協議会費
	1 運営協議会費

	4 趣旨普及費
	1 趣旨普及費


	2 保険給付費
	1 療養諸費
	1 一般被保険者療養給付費
	2 退職被保険者等療養給付費
	3 一般被保険者療養費
	4 退職被保険者等療養費
	5 審査支払手数料

	2 高額療養費
	1 一般被保険者高額療養費
	2 退職被保険者等高額療養費
	3 一般被保険者高額介護合算療養費
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費

	3 移 送 費
	1 一般被保険者移送費
	2 退職被保険者等移送費

	4 出産育児諸費
	1 出産育児一時金

	5 葬祭諸費
	1 葬祭給付費

	6 結核医療諸費
	1 結核医療付加金


	3 後期高齢者支援金等
	1 後期高齢者支援金等
	1 後期高齢者支援金
	2 後期高齢者関係事務費拠出金


	4 前期高齢者納付金等
	1 前期高齢者納付金等
	1 前期高齢者納付金
	2 前期高齢者関係事務費拠出金


	5 老人保健拠出金
	1 老人保健拠出金
	2 老人保健事務費拠出金


	6 介護給付金
	1 介護納付金
	1 介護納付金


	7 共同事業拠出金
	1 共同事業拠出金
	1 高額医療費拠出金
	2 保険財政共同安定化事務拠出金


	8 保健事業費
	1 特定健康審査等事業費
	1 特定健康審査等事業費

	2 保健事業費
	1 保健衛生普及費
	2 疾病予防費


	9 基金積立金
	1 基金積立金
	1 財政調整基金積立金


	10 公 債 費
	1 公 債 費
	1 利 子


	11 諸支出金
	1 償還金及び還付加算金
	1 一般被保険者補選税還付金
	2 退職被保険者等保険税還付金
	3 一般被保険者還付加算金
	4 退職被保険者等還付加算金
	5 償 還 金

	2 延 滞 金
	1 延 滞 金

	3 他会計繰出金
	1 直診勘定繰出金


	12 予 備 費
	1 予 備 費
	1 予 備 費




	給与費明細書
	１　特別職
	２　一般職
	（１）総括
	（２）給料及び職員手当の増減額の明細
	（３）給料及び職員手当等の状況





