
内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． ７－１

事業名 国民健康保険特別会計繰出金

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 155,330 国補助 20,269 県補助 59,605 地方債 その他 一般財源 75,456

◎国民健康保険特別会計繰出金【155,330千円】

　・職員給与費等　　　　　　　　32,225千円（一般財源）
　・出産育児一時金　　　　　 　　4,200千円（一般財源）
　・財政安定化支援事業　　　　　12,404千円（一般財源(交付税措置あり)）
　・保険基盤安定操出金軽減分　　65,962千円（県3/4、一般財源1/4）
　・　　〃　　　　　　支援分　　40,539千円（国1/2、県1/4、一般財源1/4）

R4 事業費(千円) 155,600 国補助 20,700 県補助 59,100 地方債 その他 一般財源 75,800

◎国民健康保険特別会計繰出金【154,200千円】

　・職員給与費等　　　　　　　　33,000千円（一般財源）
　・出産育児一時金　　　　　 　　4,200千円（一般財源）
　・財政安定化支援事業　　　　　12,000千円（一般財源(交付税措置あり)）
　・保険基盤安定操出金軽減分　　65,000千円（県3/4、一般財源1/4）
　・　　〃　　　　　　支援分　　40,000千円（国1/2、県1/4、一般財源1/4）
　・未就学児保険料均等割軽減分　 1,400千円（国1/2、県1/4、一般財源1/4(交付税措置あり))

R5 事業費(千円) 155,600 国補助 20,700 県補助

20,700 県補助 59,100 地方債

59,100 地方債

◎国民健康保険特別会計繰出金【154,200千円】

　・職員給与費等　　　　　　　　33,000千円（一般財源）
　・出産育児一時金　　　　　 　　4,200千円（一般財源）
　・財政安定化支援事業　　　　　12,000千円（一般財源(交付税措置あり)）
　・保険基盤安定操出金軽減分　　65,000千円（県3/4、一般財源1/4）
　・　　〃　　　　　　支援分　　40,000千円（国1/2、県1/4、一般財源1/4）
　・未就学児保険料均等割軽減分　 1,400千円（国1/2、県1/4、一般財源1/4(交付税措置あり))

75,800

◎国民健康保険特別会計繰出金【154,200千円】

　・職員給与費等　　　　　　　　33,000千円（一般財源）
　・出産育児一時金　　　　　 　　4,200千円（一般財源）
　・財政安定化支援事業　　　　　12,000千円（一般財源(交付税措置あり)）
　・保険基盤安定操出金軽減分　　65,000千円（県3/4、一般財源1/4）
　・　　〃　　　　　　支援分　　40,000千円（国1/2、県1/4、一般財源1/4）
　・未就学児保険料均等割軽減分　 1,400千円（国1/2、県1/4、一般財源1/4(交付税措置あり))

R6 事業費(千円) 155,600 国補助 その他 一般財源 75,800

一般財源その他



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． ７－２

事業名 後期高齢者医療療養給付費負担金

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 225,776 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 225,776

◎後期高齢者医療療養給付費負担金【225,776千円】

　・後期高齢者医療療養給付費負担金　　　225,776千円

　※公費負担割合
　　支払基金：5/12、国：4/12、県：1/12、町：1/12、保険料：1/12

R4 事業費(千円) 242,710 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 242,710

◎後期高齢者医療療養給付費負担金【242,710千円】

　・後期高齢者医療療養給付費負担金　　　242,710千円

R5 事業費(千円) 260,914 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 260,914

◎後期高齢者医療療養給付費負担金【260,914千円】

　・後期高齢者医療療養給付費負担金　　　260,914千円

R6 事業費(千円) 277,874 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 277,874

◎後期高齢者医療療養給付費負担金【277,874千円】

　・後期高齢者医療療養給付費負担金　　　277,874千円



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． ７－３

事業名 後期高齢者医療特別会計繰出金

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 58,383 国補助 県補助 29,934 地方債 その他 一般財源 28,449

◎後期高齢者医療特別会計繰出金【58,924千円】

　・後期高齢者医療特別会計繰出金　　　18,470千円（一般財源）
　・保険基盤安定負担金繰出金　　　　　39,913千円（県3/4、一般財源1/4）

R4 事業費(千円) 59,000 国補助 県補助 30,225 地方債 その他 一般財源 28,775

◎後期高齢者医療特別会計繰出金【59,000千円】

　・後期高齢者医療特別会計繰出金　　　18,700千円（一般財源）
　・保険基盤安定負担金繰出金　　　　　40,300千円（県3/4、一般財源1/4）

R5 事業費(千円) 59,400 国補助 県補助 30,525 地方債 その他 一般財源 28,875

◎後期高齢者医療特別会計繰出金【59,400千円】

　・後期高齢者医療特別会計繰出金　　　18,700千円（一般財源）
　・保険基盤安定負担金繰出金　　　　　40,700千円（県3/4、一般財源1/4）

R6 事業費(千円) 59,800 国補助 県補助 30,825 地方債 その他 一般財源 28,975

◎後期高齢者医療特別会計繰出金【59,800千円】

　・後期高齢者医療特別会計繰出金　　　18,700千円（一般財源）
　・保険基盤安定負担金繰出金　　　　　41,100千円（県3/4、一般財源1/4）



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． ７－４

事業名 国民年金経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 45 国補助 45 県補助 地方債 その他 一般財源

◎国民年金経費【45千円】

　・普通旅費　　　3千円（国庫支出金）
　・郵送代　　　 42千円（　〃　　　）※届出書を年金機構（名古屋）へ送付

R4 事業費(千円) 45 国補助 45 県補助 地方債 その他 一般財源

◎国民年金経費【45千円】

　・普通旅費　　　3千円（国庫支出金）
　・郵送代　　　 42千円（　〃　　　）※届出書を年金機構（名古屋）へ送付

R5 事業費(千円) 45 国補助 45 県補助 地方債 その他 一般財源

◎国民年金経費【45千円】

　・普通旅費　　　3千円（国庫支出金）
　・郵送代　　　 42千円（　〃　　　）※届出書を年金機構（名古屋）へ送付

R6 事業費(千円) 45 国補助 45 県補助 地方債 その他 一般財源

◎国民年金経費【45千円】

　・普通旅費　　　3千円（国庫支出金）
　・郵送代　　　 42千円（　〃　　　）※届出書を年金機構（名古屋）へ送付



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． ７－５

事業名 医療給付経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 202,412 国補助 県補助 76,548 地方債 その他 一般財源 125,864

◎医療給付経費【202,412千円】
 ・扶助費　　　　　　 188,787千円（一人親：13,656千円、障がい：89,488千円、子ども：85,643千円）

　　（うち県補助対象　147,635千円　補助1/2：73,818千円）
 ・証明手数料　　　 　  7,240千円
　　（うち県補助対象　　5,460千円　補助1/2：2,730千円）
 ・その他経費　　　 　  6,385千円

R4 事業費(千円) 202,412 国補助 県補助 76,548 地方債 その他 一般財源 125,864

◎医療給付経費【202,412千円】
 ・扶助費　　　　　　 188,787千円（一人親：13,656千円、障がい：89,488千円、子ども：85,643千円）

　　（うち県補助対象　147,635千円　補助1/2：73,818千円）
 ・証明手数料　　　 　  7,240千円
　　（うち県補助対象　　5,460千円　補助1/2：2,730千円）
 ・その他経費　　　 　  6,385千円

R5 事業費(千円) 202,412 国補助 県補助 76,548 地方債 その他 一般財源 125,864

◎医療給付経費【202,412千円】
 ・扶助費　　　　　　 188,787千円（一人親：13,656千円、障がい：89,488千円、子ども：85,643千円）

　　（うち県補助対象　147,635千円　補助1/2：73,818千円）
 ・証明手数料　　　 　  7,240千円
　　（うち県補助対象　　5,460千円　補助1/2：2,730千円）
 ・その他経費　　　 　  6,385千円

R6 事業費(千円) 202,412 国補助 県補助 76,548 地方債 その他 一般財源 125,864

◎医療給付経費【202,412千円】
 ・扶助費　　　　　　 188,787千円（一人親：13,656千円、障がい：89,488千円、子ども：85,643千円）

　　（うち県補助対象　147,635千円　補助1/2：73,818千円）
 ・証明手数料　　　 　  7,240千円
　　（うち県補助対象　　5,460千円　補助1/2：2,730千円）
 ・その他経費　　　 　  6,385千円


