
歳　　入 （単位：円）
（１款）分担金及び負担金　（１項）負担金　（１目）負担金

市町負担金 441,430,000

繰　越　金 1,000

諸　収　入 298,000

合　　　　計 441,729,000

歳　　出 （単位：円）
（１款）議会費　（１項）議会費　（１目）議会費

旅　 　　費 479,000

需　用　費 113,000

役　務　費 196,000 議案書・会議録郵送代他

委　託　料 189,000

使用料及び賃借料 99,000

計 1,076,000

（２款）総務費　（１項）総務管理費　（１目）一般管理費

報　　　 酬 100,000

職員手当等 838,000

旅　　　 費 2,024,000

交　際　費 100,000

需　用　費 5,719,000

役　務　費 2,148,000

委　託　料 4,986,000

使用料及び賃借料 817,000

備品購入費 32,000

負　担　金 149,033,000

繰　出　金 273,406,000

計 439,203,000

（２款）総務費　（２項）選挙費　（１目）選挙管理委員会費

報 　　　酬 20,000

旅　 　　費 37,000

役　務　費 7,000 通信運搬費

使用料及び賃借料 8,000 有料道路使用料

計 72,000

（２款）総務費　（３項）監査委員費　（１目）監査委員費

報　 　　酬 160,000

旅 　　　費 204,000

需　用　費 10,000

役　務　費 4,000

計 378,000

（３款）予備費　（１項）予備費　（１目）予備費

予　備　費 1,000,000

計 1,000,000

合　　　　計 441,729,000

平成２０年度　愛媛県後期高齢者医療広域連合一般会計　歳入歳出予算

県内２０市町からの市町共通経費負担金

前年度繰越金

預金利子他

議会開催に係る費用弁償等（議員26人）

議会開催に係る事務用消耗品

議事録作成委託料

議会用会議室使用料他

単身赴任手当他

特別会計共通経費相当分負担金

情報公開等審査会委員報酬

事務連絡用職員旅費（県内・市内）他

広域連合長交際費

広域連合運営に係る事務用消耗品他

通信運搬費他

各種機器及びシステム保守委託料他

各種機器リース料他

図書購入費

派遣職員人件費負担金（２１人）

選挙管理委員報酬

選挙管理委員会出席旅費

監査委員報酬

例月監査等出席旅費

予　備　費

事務用消耗品

通信運搬費



歳　　入 （単位：円）
（１款）市町支出金　（１項）市町負担金

保険料等負担金 13,228,958,000

療養給付費市町負担金 11,794,648,000

計 25,023,606,000

（２款）国庫支出金　（１項）国庫負担金

療養給付費国庫負担金 35,383,943,000

高額医療費国庫負担金 284,700,000

計 35,668,643,000

（２款）国庫支出金　（２項）国庫補助金

財政調整交付金 13,373,943,000

健診事業費国庫補助金 34,642,000

医療費適正化対策事
業費国庫補助金

5,526,000

計 13,414,111,000

（３款）県支出金　（１項）県負担金

療養給付費県負担金 11,794,647,000

高額医療費県負担金 284,700,000

計 12,079,347,000

（３款）県支出金　（２項）県補助金

保健事業費県補助金 1,000

計 1,000

（４款）支払基金交付金　（１項）支払基金交付金

後期高齢者交付金 62,547,807,000

計 62,547,807,000

（５款）特別高額医療費共同事業交付金　（２項）特別高額医療費共同事業交付金
特別高額医療費共同
事業交付金

59,591,000

計 59,591,000

（６款）繰入金　（１項）一般会計繰入金

一般会計繰入金 273,406,000

計 273,406,000

（６款）繰入金　（１項）基金繰入金
後期高齢者制度臨時
特例基金繰入金

518,963,000

計 518,963,000

（７款）諸収入　（１項）延滞金及び過料

延　滞　金 1,000

過　　　料 1,000

計 2,000

（７款）諸収入　（２項）雑　　入

第三者納付金 174,000,000

返　納　金 1,000

雑　　　入 192,000

計 174,193,000

合　　　　計 149,759,670,000

平成２０年度　愛媛県後期高齢者医療広域連合特別会計　歳入歳出予算

保険料等市町納付金

療養給付費市町負担金

療養給付費国庫負担金

高額医療費国庫負担金

普通調整交付金

健診事業費国庫補助金（補助率約1/3）

医療費適正化事業費国庫補助金（補助率1/2）

療養給付費県負担金

高額医療費県負担金

保健事業費県補助金

後期高齢者支援金

特別高額医療費共同事業交付金

特別会計に係る市町共通経費負担金相当分を一般会計から
繰り入れ

激変緩和措置に係る保険料徴収分を基金から繰り入れ

延滞金

過　料

交通事故等による第三者納付金

返納金

雑　入



歳　　出 （単位：円）

（１款）総務費　（１項）総務管理費　（１目）一般管理費

共通事務管理事業 167,048,000

資格管理事業 1,730,000

給 付 事 業 22,949,000

レセプト点検事業 35,394,000

医療費通知事業 39,460,000

訪問指導事業 3,565,000

広報啓発事業 8,462,000

懇話会運営事業 263,000

計 278,871,000

（１款）総務費　（２項）賦課徴収費

賦課徴収費 70,000

計 70,000

（２款）保険給付費　（１項）療養諸費

療養給付費 146,131,219,000

療　養　費 536,650,000

移　送　費 223,000

審査支払手数料 490,784,000

計 147,158,876,000

（２款）保険給付費　（２項）高額療養諸費

高額療養費 1,460,260,000

計 1,460,260,000

（２款）保険給付費　（３項）葬祭費

葬　祭　費 208,020,000

計 208,020,000

（３款）県財政安定化基金拠出金　（１項）県財政安定化基金拠出金
県財政安定化基金拠
出金

127,510,000

計 127,510,000

（４款）特別高額医療費共同事業拠出金　（１項）特別高額医療費共同事業拠出金
特別高額医療費共同
事業拠出金

59,591,000

特別高額医療費共同事
業事務費拠出金 184,000

計 59,775,000

（５款）保健事業費　（１項）健康保持増進事業費

健康診査費 301,087,000

計 301,087,000

（６款）公債費　（１項）公債費

利　　　　子 1,000

計 1,000

（７款）諸支出金　（１項）償還金及び還付加算金

還付加算金 200,000

計 200,000

（８款）予備費　（１項）予備費

予　備　費 165,000,000

計 165,000,000

合　　　　計 149,759,670,000

平成２０年度　愛媛県後期高齢者医療広域連合特別会計　歳入歳出予算

電算処理ｼｽﾃﾑ業務委託料等共通事務管理に要する経費

事務用消耗品等資格管理に要する経費

各種通知書等郵送代等給付事業に要する経費

ﾚｾﾌﾟﾄ点検員（15人）人件費等レセプト点検に要する経費

医療費通知に係る印刷及び郵送代他

嘱託職員（１人）人件費等訪問指導に要する経費

広報啓発物品印刷代他

委員謝礼等広域連合懇話会運営に要する経費

簡易申告書用紙代等賦課徴収に要する経費

療養給付費負担金（現物給付）

療養費負担金（現金給付）

移送費負担金

審査支払手数料

高額療養費負担金

葬祭費負担金（20,000円/人）

県財政安定化基金拠出金

特別高額医療費共同事業医療費拠出金

特別高額医療費共同事業事務費拠出金

健康診査委託料（集団検診・個別健診）

予　備　費

一時借入金利子

保険料還付加算金


