
平成20年度予算が次のとおり決定しました。

　平成20年度三重県後期高齢者医療広域連合の一般会計当初予算及び後期高齢者医療特別会計当

初予算が、平成20年2月12日の広域連合議会において、次のとおり決定しました。

≪平成20年度一般会計≫

歳入

款 項 目 節 予算額

分担金及び負担金 負担金 市町負担金 市町負担金 190,140

国庫支出金 国庫負担金 保険料不均一賦課負担金 保険料不均一賦課負担金 2,539

県支出金 県負担金 保険料不均一賦課負担金 保険料不均一賦課負担金 2,539

財産収入 財産運用収入 利子及び配当金 利子及び配当金 1

繰越金 繰越金 繰越金 繰越金 1

諸収入 預金利子 預金利子 預金利子 1

雑入 雑入 雑入 40

歳　入　合　計 195,261

歳出

款 項 目 節 予算額

議会費 議会費 議会費 報酬 432

旅費 220

使用料及び賃借料 63

総務費 総務管理費 一般管理費 報酬 452

給料 3,108

職員手当等 7,601

共済費 1,253

賃金 2,765

報償費 264

旅費 2,019

交際費 30

需用費 2,228

役務費 781

委託料 1,698

使用料及び賃借料 9,827

備品購入費 300

負担金、補助及び交付金 156,295

積立金 2

選挙費 選挙管理委員会費 報酬 48

旅費 24

使用料及び賃借料 11

監査委員費 監査委員費 報酬 174

旅費 14

使用料及び賃借料 74

民生費 社会福祉費 老人福祉費 繰出金 5,078

予備費 予備費 予備費 予備費 500

歳　出　合　計 195,261



≪平成20年度後期高齢者医療特別会計≫

歳入

款 項 目 節 予算額

市町支出金 市町負担金 事務費等負担金 事務費等負担金 921,673

保険料等負担金 保険料等負担金 14,075,518

療養給付費負担金 現年度分 11,054,498

国庫支出金 国庫負担金 療養給付費負担金 現年度分 33,163,494

高額医療費負担金 高額医療費負担金 273,655

国庫補助金 調整交付金 調整交付金 12,007,867

健康診査費補助金 健康診査費補助金 84,191

県支出金 県負担金 療養給付費負担金 現年度分 11,054,498

高額医療費負担金 高額医療費負担金 273,655

県補助金 健康診査費補助金 健康診査費補助金 84,191

支払基金交付金 支払基金交付金 後期高齢者交付金 現年度分 59,305,160

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 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 51,799

繰入金 一般会計繰入金 一般会計繰入金 保険料不均一賦課繰入金 5,078

基金繰入金 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 585,928

県財政安定化基金借入金 県財政安定化基金借入金 県財政安定化基金借入金 県財政安定化基金繰入金 1

諸収入 延滞金、加算金及び過料 延滞金 延滞金 1

過料 過料 1

預金利子 預金利子 預金利子 1

雑入 違約金及び延納利息 違約金及び延納利息 1

第三者納付金 第三者納付金 30,000

返納金 返納金 1

雑入 雑入 1

歳　入　合　計 142,971,212

歳出

款 項 目 節 予算額

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費 1,036

役務費 177,339

委託料 415,211

使用料及び賃借料 89,031

負担金、補助及び交付金 143,865

医療給付費 療養諸費 療養給付費 負担金、補助及び交付金 137,477,087

療養費 負担金、補助及び交付金 992,460

移送費 負担金、補助及び交付金 22

審査支払手数料 役務費 471,411

高額療養諸費 高額療養費 負担金、補助及び交付金 1,151,710

高額介護合算療養費 負担金、補助及び交付金 1

その他医療給付費 葬祭諸費 負担金、補助及び交付金 626,500

県財政安定化基金拠出金 県財政安定化基金拠出金 県財政安定化基金拠出金 負担金、補助及び交付金 165,256

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 特別高額医療費共同事業拠出金 負担金、補助及び交付金 51,799

特別高額医療共同事業事務費拠出金 負担金、補助及び交付金 1,000

保健事業費 健康保持増進事業費 健康診査費 委託料 510,172

その他健康保持増進費 委託料 5,663

公債費 公債費 一時借入金利子 償還金、利子及び割引料 6,250

諸支出金 償還金及び還付加算金 還付加算金 償還金、利子及び割引料 10

予備費 予備費 予備費 予備費 685,389

歳　出　合　計 142,971,212
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