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平成平成平成平成２０２０２０２０年度岡山県後期高齢者医療広域連合各年度岡山県後期高齢者医療広域連合各年度岡山県後期高齢者医療広域連合各年度岡山県後期高齢者医療広域連合各会計歳入歳出決算審査意見会計歳入歳出決算審査意見会計歳入歳出決算審査意見会計歳入歳出決算審査意見    

についてについてについてについて    

    

    地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法（（（（昭和昭和昭和昭和２２２２２２２２年法律第年法律第年法律第年法律第６７６７６７６７号号号号））））第第第第２９２２９２２９２２９２条条条条においにおいにおいにおいてててて準用準用準用準用するするするする同法第同法第同法第同法第２３３２３３２３３２３３条第条第条第条第

２２２２項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより審査審査審査審査にににに付付付付されたされたされたされた平成平成平成平成２０２０２０２０年度岡山県後期高齢者医療広域連合各年度岡山県後期高齢者医療広域連合各年度岡山県後期高齢者医療広域連合各年度岡山県後期高齢者医療広域連合各会計歳会計歳会計歳会計歳

入歳出決算入歳出決算入歳出決算入歳出決算及及及及びびびび証書類証書類証書類証書類そのそのそのその他関係書類他関係書類他関係書類他関係書類をををを審査審査審査審査したしたしたした結果結果結果結果、、、、別紙別紙別紙別紙のとおりそののとおりそののとおりそののとおりその意見意見意見意見をををを提出提出提出提出するするするする。。。。    
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平成平成平成平成２０２０２０２０年度岡山県後期高齢者医療広域連合各年度岡山県後期高齢者医療広域連合各年度岡山県後期高齢者医療広域連合各年度岡山県後期高齢者医療広域連合各会計歳入歳出決算審査意見会計歳入歳出決算審査意見会計歳入歳出決算審査意見会計歳入歳出決算審査意見    

    

第第第第１１１１    審査審査審査審査のののの対象対象対象対象    

平成平成平成平成２０２０２０２０年度岡山県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算年度岡山県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算年度岡山県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算年度岡山県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算    

平成平成平成平成２０２０２０２０年度岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決年度岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決年度岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決年度岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算算算算    

    

第第第第２２２２    審査審査審査審査のののの期日期日期日期日    

            平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年７７７７月月月月８８８８日日日日    

    

第第第第３３３３    審査審査審査審査のののの方法方法方法方法    

            審査審査審査審査にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度岡山県後期高齢者医療広域連合一般会計年度岡山県後期高齢者医療広域連合一般会計年度岡山県後期高齢者医療広域連合一般会計年度岡山県後期高齢者医療広域連合一般会計及及及及びびびび後期後期後期後期

高齢者医療特別会計高齢者医療特別会計高齢者医療特別会計高齢者医療特別会計歳入歳出決算書及歳入歳出決算書及歳入歳出決算書及歳入歳出決算書及びびびび証書類並証書類並証書類並証書類並びにびにびにびに歳入歳出決算事項別明細書歳入歳出決算事項別明細書歳入歳出決算事項別明細書歳入歳出決算事項別明細書、、、、実実実実

質収支質収支質収支質収支にににに関関関関するするするする調書調書調書調書、、、、財産財産財産財産にににに関関関関するするするする調書調書調書調書がががが関係法令関係法令関係法令関係法令にににに適合適合適合適合してしてしてして調製調製調製調製されているかどうされているかどうされているかどうされているかどう

かをかをかをかを確認確認確認確認しししし、、、、これらのこれらのこれらのこれらの計数計数計数計数をををを会計管理者所管会計管理者所管会計管理者所管会計管理者所管のののの関係諸関係諸関係諸関係諸帳簿及帳簿及帳簿及帳簿及びびびび証拠書類証拠書類証拠書類証拠書類とととと照合照合照合照合するこするこするこするこ

とによりとによりとによりとにより実施実施実施実施したしたしたした。。。。    

            またまたまたまた、、、、予算予算予算予算のののの執行状況等執行状況等執行状況等執行状況等についてはについてはについてはについては、、、、これらのこれらのこれらのこれらの資料資料資料資料のほかのほかのほかのほか、、、、例月現例月現例月現例月現金出納検査及金出納検査及金出納検査及金出納検査及びびびび

定期監査定期監査定期監査定期監査のののの結果結果結果結果もももも考慮考慮考慮考慮にににに入入入入れながられながられながられながら、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ関係職員関係職員関係職員関係職員からのからのからのからの説明説明説明説明をををを聴取聴取聴取聴取しししし、、、、そのそのそのその

適否適否適否適否についてについてについてについて審査審査審査審査したしたしたした。。。。    

    

第第第第４４４４    審査審査審査審査のののの結果結果結果結果    

            審査審査審査審査にににに付付付付されたされたされたされた各各各各会計歳入歳出決算書等会計歳入歳出決算書等会計歳入歳出決算書等会計歳入歳出決算書等はははは、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも関係法令関係法令関係法令関係法令にににに準拠準拠準拠準拠してしてしてして作成作成作成作成されされされされ

ておりておりておりており、、、、計計計計数数数数はははは関係諸関係諸関係諸関係諸帳簿帳簿帳簿帳簿とととと符合符合符合符合しししし正確正確正確正確であるとであるとであるとであると認認認認めためためためた。。。。    

            またまたまたまた、、、、予算予算予算予算のののの執行執行執行執行についてはについてはについてはについては、、、、後期高齢者医療特別会計歳入後期高齢者医療特別会計歳入後期高齢者医療特別会計歳入後期高齢者医療特別会計歳入のののの市町村支出金保険料市町村支出金保険料市町村支出金保険料市町村支出金保険料

等負担金等負担金等負担金等負担金においてにおいてにおいてにおいて検討検討検討検討、、、、改善改善改善改善をををを要要要要するするするする事項事項事項事項がががが認認認認められたがめられたがめられたがめられたが、、、、そのそのそのその他他他他についてはについてはについてはについてはおおむおおむおおむおおむ

ねねねね適正適正適正適正であるとであるとであるとであると認認認認めためためためた。。。。    

            なおなおなおなお、、、、各各各各会計会計会計会計のののの決算状況及決算状況及決算状況及決算状況及びこれらにびこれらにびこれらにびこれらに対対対対するするするする審査意見審査意見審査意見審査意見はははは、、、、次次次次のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    
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１１１１    決算決算決算決算のののの総括総括総括総括    

    
（（（（１１１１））））決決決決    算算算算    規規規規    模模模模        

        一般会計及一般会計及一般会計及一般会計及びびびび特別会計特別会計特別会計特別会計のののの決算額決算額決算額決算額はははは        

歳歳歳歳        入入入入    1,8671,8671,8671,867憶憶憶憶 1,5381,5381,5381,538万万万万 1,5631,5631,5631,563円円円円    ((((予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率        99.6399.6399.6399.63％％％％))))    

    一般会計一般会計一般会計一般会計    1111億億億億 8,7238,7238,7238,723万万万万 9,7369,7369,7369,736円円円円    ((((                同同同同                            100.00100.00100.00100.00％％％％))))    

特別会計特別会計特別会計特別会計    1,8651,8651,8651,865億億億億 2,8142,8142,8142,814万万万万 1,8271,8271,8271,827円円円円    ((((                同同同同                                99.6399.6399.6399.63％％％％))))    

歳歳歳歳        出出出出    1,8661,8661,8661,866億億億億 3,1983,1983,1983,198万万万万    663663663663円円円円    ((((                同同同同                                99.5899.5899.5899.58％％％％))))    

一般会計一般会計一般会計一般会計            1111億億億億 8,4148,4148,4148,414万万万万 7,8487,8487,8487,848円円円円    ((((                同同同同                                98.3598.3598.3598.35％％％％))))    

特別会計特別会計特別会計特別会計    1,8641,8641,8641,864億億億億 4,7834,7834,7834,783万万万万 2,8152,8152,8152,815円円円円    ((((                同同同同                                99.5999.5999.5999.59％％％％))))    

歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額    8,3408,3408,3408,340万万万万    900900900900円円円円        

一般会計一般会計一般会計一般会計    309309309309万万万万 1,8881,8881,8881,888円円円円        

特別会計特別会計特別会計特別会計    8,0308,0308,0308,030万万万万 9,0129,0129,0129,012円円円円        

        となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

            次次次次にににに、、、、決算規模決算規模決算規模決算規模のののの推移推移推移推移はははは、、、、次表次表次表次表のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    
    

決算規模決算規模決算規模決算規模のののの推移推移推移推移    

決算額決算額決算額決算額
対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度
増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))額額額額

決算額決算額決算額決算額
対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度
増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))額額額額

18181818 26,047,47526,047,47526,047,47526,047,475円円円円 22,997,53222,997,53222,997,53222,997,532円円円円

19191919 1,241,817,8201,241,817,8201,241,817,8201,241,817,820円円円円 1,215,770,3451,215,770,3451,215,770,3451,215,770,345円円円円 1,232,556,6121,232,556,6121,232,556,6121,232,556,612円円円円 1,209,559,0801,209,559,0801,209,559,0801,209,559,080円円円円

20202020 186,715,381,563186,715,381,563186,715,381,563186,715,381,563円円円円 185,473,563,743185,473,563,743185,473,563,743185,473,563,743円円円円 186,631,980,663186,631,980,663186,631,980,663186,631,980,663円円円円 185,399,424,051185,399,424,051185,399,424,051185,399,424,051円円円円

年度年度年度年度

歳歳歳歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入入入入 歳歳歳歳　　　　　　　　　　　　　　　　出出出出
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（（（（２２２２））））決決決決    算算算算    収収収収    支支支支    

        本年度決算収支本年度決算収支本年度決算収支本年度決算収支のののの状況状況状況状況はははは次表次表次表次表のとおりでのとおりでのとおりでのとおりで、、、、一般会計及一般会計及一般会計及一般会計及びびびび特別会計特別会計特別会計特別会計のののの総額総額総額総額ではではではでは、、、、歳入歳歳入歳歳入歳歳入歳

出差引残額出差引残額出差引残額出差引残額 8,3408,3408,3408,340万万万万 900900900900円円円円のののの余剰金余剰金余剰金余剰金がががが生生生生じておりじておりじておりじており、、、、このうちこのうちこのうちこのうち翌年度翌年度翌年度翌年度へへへへ繰繰繰繰りりりり越越越越すべきすべきすべきすべき財源財源財源財源

としてのとしてのとしてのとしての額額額額はははは含含含含まれていないのでまれていないのでまれていないのでまれていないので実質収支実質収支実質収支実質収支としてとしてとしてとして同額同額同額同額のののの黒字決算黒字決算黒字決算黒字決算となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

        またまたまたまた、、、、単年度収支単年度収支単年度収支単年度収支ではではではでは 7,4137,4137,4137,413万万万万 9,6929,6929,6929,692円円円円のののの黒字黒字黒字黒字となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    
決決決決    算算算算    収収収収    支支支支    のののの    推推推推    移移移移    

２０２０２０２０年度年度年度年度 １９１９１９１９年度年度年度年度 １８１８１８１８年度年度年度年度

円円円円 円円円円 円円円円

一般会計一般会計一般会計一般会計 187,239,736187,239,736187,239,736187,239,736 1,241,817,8201,241,817,8201,241,817,8201,241,817,820 26,047,47526,047,47526,047,47526,047,475

特別会計特別会計特別会計特別会計 186,528,141,827186,528,141,827186,528,141,827186,528,141,827

計計計計 186,715,381,563186,715,381,563186,715,381,563186,715,381,563 1,241,817,8201,241,817,8201,241,817,8201,241,817,820 26,047,47526,047,47526,047,47526,047,475

一般会計一般会計一般会計一般会計 184,147,848184,147,848184,147,848184,147,848 1,232,556,6121,232,556,6121,232,556,6121,232,556,612 22,997,53222,997,53222,997,53222,997,532

特別会計特別会計特別会計特別会計 186,447,832,815186,447,832,815186,447,832,815186,447,832,815

計計計計 186,631,980,663186,631,980,663186,631,980,663186,631,980,663 1,232,556,6121,232,556,6121,232,556,6121,232,556,612 22,997,53222,997,53222,997,53222,997,532

一般会計一般会計一般会計一般会計 3,091,8883,091,8883,091,8883,091,888 9,261,2089,261,2089,261,2089,261,208 3,049,9433,049,9433,049,9433,049,943

特別会計特別会計特別会計特別会計 80,309,01280,309,01280,309,01280,309,012

計計計計 83,400,90083,400,90083,400,90083,400,900 9,261,2089,261,2089,261,2089,261,208 3,049,9433,049,9433,049,9433,049,943

一般会計一般会計一般会計一般会計 0000 0000 0000

特別会計特別会計特別会計特別会計 0000

計計計計 0000 0000 0000

一般会計一般会計一般会計一般会計 3,091,8883,091,8883,091,8883,091,888 9,261,2089,261,2089,261,2089,261,208 3,049,9433,049,9433,049,9433,049,943

特別会計特別会計特別会計特別会計 80,309,01280,309,01280,309,01280,309,012

計計計計 83,400,90083,400,90083,400,90083,400,900 9,261,2089,261,2089,261,2089,261,208 3,049,9433,049,9433,049,9433,049,943

一般会計一般会計一般会計一般会計 △△△△6,169,3206,169,3206,169,3206,169,320 6,211,2656,211,2656,211,2656,211,265 3,049,9433,049,9433,049,9433,049,943

特別会計特別会計特別会計特別会計 80,309,01280,309,01280,309,01280,309,012

計計計計 74,139,69274,139,69274,139,69274,139,692 6,211,2656,211,2656,211,2656,211,265 3,049,9433,049,9433,049,9433,049,943

区区区区　　　　　　　　　　　　　　　　分分分分

歳歳歳歳　　　　出出出出　　　　総総総総　　　　額額額額
　　　　　　　Ｂ　　　　　　　Ｂ　　　　　　　Ｂ　　　　　　　Ｂ

歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額
　　　　　　　　((((Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ))))　Ｃ　Ｃ　Ｃ　Ｃ

翌年度翌年度翌年度翌年度へへへへ繰繰繰繰りりりり
越越越越すべきすべきすべきすべき財源財源財源財源

((((既収入財源既収入財源既収入財源既収入財源))))　Ｄ　Ｄ　Ｄ　Ｄ

単年度収支単年度収支単年度収支単年度収支
　Ｅ－　Ｅ－　Ｅ－　Ｅ－前年度前年度前年度前年度ののののＥＥＥＥ

実質収支実質収支実質収支実質収支
　　　　　　　　((((Ｃ－ＤＣ－ＤＣ－ＤＣ－Ｄ))))　Ｅ　Ｅ　Ｅ　Ｅ

歳歳歳歳　　　　入入入入　　　　総総総総　　　　額額額額
　　　　　　　Ａ　　　　　　　Ａ　　　　　　　Ａ　　　　　　　Ａ
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２２２２    一般会計一般会計一般会計一般会計    

    
一般会計一般会計一般会計一般会計のののの決算額決算額決算額決算額はははは、、、、歳入歳入歳入歳入 1111億億億億 8,7238,7238,7238,723万万万万 9,7369,7369,7369,736円円円円（（（（予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率 100100100100....00000000％）％）％）％）、、、、

歳出歳出歳出歳出 1111億億億億 8,4148,4148,4148,414 万万万万 7,8487,8487,8487,848 円円円円（（（（予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率 98989898....35353535％）％）％）％）、、、、歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額 309309309309

万万万万 1,8881,8881,8881,888円円円円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

次次次次にににに、、、、決算規模決算規模決算規模決算規模のののの推移推移推移推移はははは、、、、次表次表次表次表のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    
一一一一    般般般般    会会会会    計計計計    決決決決    算算算算    規規規規    模模模模    のののの    推推推推    移移移移    

決決決決　　　　　　　　算算算算　　　　　　　　額額額額
対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度
増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))額額額額

決決決決　　　　　　　　算算算算　　　　　　　　額額額額
対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度
増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))額額額額

19191919 1,241,817,8201,241,817,8201,241,817,8201,241,817,820円円円円 1,215,770,3451,215,770,3451,215,770,3451,215,770,345円円円円 1,232,556,6121,232,556,6121,232,556,6121,232,556,612円円円円 1,209,559,0801,209,559,0801,209,559,0801,209,559,080円円円円

20202020 187,239,736187,239,736187,239,736187,239,736円円円円 △△△△1,054,578,0841,054,578,0841,054,578,0841,054,578,084円円円円 184,147,848184,147,848184,147,848184,147,848円円円円 △△△△1,048,408,7641,048,408,7641,048,408,7641,048,408,764円円円円

年度年度年度年度

歳歳歳歳　　   　　　　　　   　　　　　　   　　　　　　   　　　　入入入入 歳歳歳歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出出出出

        
    本年度決算収支本年度決算収支本年度決算収支本年度決算収支のののの状況状況状況状況はははは次表次表次表次表のとおりでのとおりでのとおりでのとおりで、、、、歳入歳出差引残額歳入歳出差引残額歳入歳出差引残額歳入歳出差引残額 309309309309万万万万 1,8881,8881,8881,888円円円円のののの余剰金余剰金余剰金余剰金            

をををを生生生生じておりじておりじておりじており、、、、このうちこのうちこのうちこのうち翌年度翌年度翌年度翌年度へへへへ繰繰繰繰りりりり越越越越すべすべすべすべきききき財源財源財源財源としてのとしてのとしてのとしての額額額額はははは含含含含まれていないのでまれていないのでまれていないのでまれていないので、、、、

実質収支実質収支実質収支実質収支としてとしてとしてとして同額同額同額同額のののの黒字決算黒字決算黒字決算黒字決算となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

またまたまたまた、、、、単年度収支単年度収支単年度収支単年度収支ではではではでは 616161616666万万万万 9,3209,3209,3209,320円円円円のののの赤赤赤赤字字字字となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは歳入歳入歳入歳入がががが 100100100100....00000000％、％、％、％、歳出歳出歳出歳出がががが 98989898....35353535％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

        平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度からからからから後期高齢者医療制度施行後期高齢者医療制度施行後期高齢者医療制度施行後期高齢者医療制度施行にににに伴伴伴伴いいいい、、、、後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計をををを設設設設けたけたけたけた

ためためためため、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計のののの規模規模規模規模がががが大幅大幅大幅大幅にににに縮小縮小縮小縮小されているされているされているされている。。。。    

    
一一一一    般般般般    会会会会    計計計計    決決決決    算算算算    収収収収    支支支支    のののの    推推推推    移移移移    

区区区区　　　　　　　　　　　　　　　　分分分分 ２０２０２０２０年度年度年度年度 １９１９１９１９年度年度年度年度

歳歳歳歳　　　　入入入入　　　　総総総総　　　　額額額額
　　　　　　　Ａ　　　　　　　Ａ　　　　　　　Ａ　　　　　　　Ａ

187,239,736187,239,736187,239,736187,239,736円円円円 1,241,817,8201,241,817,8201,241,817,8201,241,817,820円円円円

歳歳歳歳　　　　出出出出　　　　総総総総　　　　額額額額
　　　　　　　Ｂ　　　　　　　Ｂ　　　　　　　Ｂ　　　　　　　Ｂ

184,147,848184,147,848184,147,848184,147,848円円円円 1,232,556,6121,232,556,6121,232,556,6121,232,556,612円円円円

歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額
　　　　　　　　((((Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ))))　Ｃ　Ｃ　Ｃ　Ｃ

3,091,8883,091,8883,091,8883,091,888円円円円 9,261,2089,261,2089,261,2089,261,208円円円円

翌年度翌年度翌年度翌年度へへへへ繰繰繰繰りりりり
越越越越すべきすべきすべきすべき財源財源財源財源

((((既収入財源既収入財源既収入財源既収入財源))))　Ｄ　Ｄ　Ｄ　Ｄ

0000円円円円 0000円円円円

実質収支実質収支実質収支実質収支
　　　　　　　　((((Ｃ－ＤＣ－ＤＣ－ＤＣ－Ｄ))))　Ｅ　Ｅ　Ｅ　Ｅ

3,091,8883,091,8883,091,8883,091,888円円円円 9,261,2089,261,2089,261,2089,261,208円円円円

単年度収支単年度収支単年度収支単年度収支
　Ｅ－　Ｅ－　Ｅ－　Ｅ－前年度前年度前年度前年度ののののＥＥＥＥ

△△△△6,169,3206,169,3206,169,3206,169,320円円円円 6,211,2656,211,2656,211,2656,211,265円円円円
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⑴⑴⑴⑴     歳歳歳歳        入入入入    

    
アアアア    決算状況決算状況決算状況決算状況    

歳入歳入歳入歳入のののの決算状況決算状況決算状況決算状況はははは、、、、次表次表次表次表のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    
一一一一    般般般般    会会会会    計計計計    歳歳歳歳    入入入入    決決決決    算算算算    状状状状    況況況況    

２０２０２０２０年度年度年度年度
ＡＡＡＡ

１９１９１９１９年度年度年度年度
ＢＢＢＢ

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))
ＣＣＣＣ((((Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ))))

187,239,000187,239,000187,239,000187,239,000円円円円 1,241,800,0001,241,800,0001,241,800,0001,241,800,000円円円円 △△△△1,054,561,0001,054,561,0001,054,561,0001,054,561,000円円円円

187,239,736187,239,736187,239,736187,239,736円円円円 1,241,817,8201,241,817,8201,241,817,8201,241,817,820円円円円 △△△△1,054,578,0841,054,578,0841,054,578,0841,054,578,084円円円円

金金金金　　　　　　　　額額額額 187,239,736187,239,736187,239,736187,239,736円円円円 1,241,817,8201,241,817,8201,241,817,8201,241,817,820円円円円 △△△△1,054,578,0841,054,578,0841,054,578,0841,054,578,084円円円円

予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする
比率比率比率比率((((執行率執行率執行率執行率))))

100.00%100.00%100.00%100.00% 100.00%100.00%100.00%100.00% 0.00%0.00%0.00%0.00%

調定額調定額調定額調定額にににに対対対対するするするする
比率比率比率比率((((収納率収納率収納率収納率))))

100.00%100.00%100.00%100.00% 100.00%100.00%100.00%100.00% 0.00%0.00%0.00%0.00%

0000円円円円 0000円円円円 0000円円円円

0000円円円円 0000円円円円 0000円円円円

調調調調　　　　定定定定　　　　額額額額

収収収収　　　　入入入入　　　　未未未未　　　　済済済済　　　　額額額額

不不不不　　　　能能能能　　　　欠欠欠欠　　　　損損損損　　　　額額額額

収収収収
入入入入
済済済済
額額額額

区区区区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分分分分

予予予予　　　　算算算算　　　　現現現現　　　　額額額額

    
    
収入済額収入済額収入済額収入済額はははは、、、、1111 億億億億 8,7238,7238,7238,723 万万万万 9,7369,7369,7369,736 円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 10101010 億億億億 5,4575,4575,4575,457 万万万万 8,0848,0848,0848,084 円円円円のののの

減少減少減少減少となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは 100100100100....00000000％％％％でででで、、、、前年度前年度前年度前年度とととと同率同率同率同率となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    

調定額調定額調定額調定額にににに対対対対するするするする収納率収納率収納率収納率はははは 100100100100....00000000％％％％でででで、、、、前年度前年度前年度前年度とととと同率同率同率同率となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

収入未済額収入未済額収入未済額収入未済額、、、、不納不納不納不納欠損額欠損額欠損額欠損額ははははともともともともにににに 0000円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度とととと同額同額同額同額となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    
イイイイ    財源別収入状況財源別収入状況財源別収入状況財源別収入状況    

財源別収入状況財源別収入状況財源別収入状況財源別収入状況はははは、、、、次表次表次表次表のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    
    

一般会計一般会計一般会計一般会計一般財源及一般財源及一般財源及一般財源及びびびび特定財源年度別比較表特定財源年度別比較表特定財源年度別比較表特定財源年度別比較表    

決決決決　　　　算算算算　　　　額額額額 構成比構成比構成比構成比 決決決決　　　　算算算算　　　　額額額額 構成比構成比構成比構成比 金金金金　　　　　　　　　　　　額額額額 構成比構成比構成比構成比

円円円円 ％％％％ 円円円円 ％％％％ 円円円円 ％％％％

171,949,000171,949,000171,949,000171,949,000 91.8391.8391.8391.83 405,869,000405,869,000405,869,000405,869,000 32.6832.6832.6832.68 △△△△233,920,000233,920,000233,920,000233,920,000 59.1559.1559.1559.15

繰繰繰繰 越越越越 金金金金 9,261,2089,261,2089,261,2089,261,208 4.954.954.954.95 3,049,9433,049,9433,049,9433,049,943 0.250.250.250.25 6,211,2656,211,2656,211,2656,211,265 4.704.704.704.70

諸諸諸諸 収収収収 入入入入 262,150262,150262,150262,150 0.140.140.140.14 283,921283,921283,921283,921 0.020.020.020.02 △△△△21,77121,77121,77121,771 0.120.120.120.12

繰繰繰繰 入入入入 金金金金 0000 0.000.000.000.00 0000 0.000.000.000.00 0000 0.000.000.000.00

小小小小　　　　　　　　　　　　計計計計 181,472,358181,472,358181,472,358181,472,358 96.9296.9296.9296.92 409,202,864409,202,864409,202,864409,202,864 32.9532.9532.9532.95 △△△△227,730,506227,730,506227,730,506227,730,506 63.9763.9763.9763.97

国国国国 庫庫庫庫支支支支 出出出出金金金金 1,253,0001,253,0001,253,0001,253,000 0.670.670.670.67 822,612,162822,612,162822,612,162822,612,162 66.2466.2466.2466.24 △△△△821,359,162821,359,162821,359,162821,359,162 △△△△  65.57 65.57 65.57 65.57

県県県県 支支支支 出出出出 金金金金 1,253,0001,253,0001,253,0001,253,000 0.670.670.670.67 10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000 0.810.810.810.81 △△△△8,747,0008,747,0008,747,0008,747,000 △△△△  0.14 0.14 0.14 0.14

財財財財 産産産産 収収収収 入入入入 3,261,3783,261,3783,261,3783,261,378 1.741.741.741.74 2,7942,7942,7942,794 0.000.000.000.00 3,258,5843,258,5843,258,5843,258,584 1.741.741.741.74

小小小小　　　　　　　　　　　　計計計計 5,767,3785,767,3785,767,3785,767,378 3.083.083.083.08 832,614,956832,614,956832,614,956832,614,956 67.0567.0567.0567.05 △△△△826,847,578826,847,578826,847,578826,847,578 △△△△  63.97 63.97 63.97 63.97

187,239,736187,239,736187,239,736187,239,736 100.00100.00100.00100.00 1,241,817,8201,241,817,8201,241,817,8201,241,817,820 100.00100.00100.00100.00 △△△△1,054,578,0841,054,578,0841,054,578,0841,054,578,084 0.000.000.000.00

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

一一一一
般般般般
財財財財
源源源源

分担金及分担金及分担金及分担金及 びびびび 負担金負担金負担金負担金

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区分区分区分区分
財源別財源別財源別財源別

特特特特
定定定定
財財財財
源源源源

２０２０２０２０年度年度年度年度 １９１９１９１９年度年度年度年度

    

一般財源一般財源一般財源一般財源はははは 1111億億億億 8,1478,1478,1478,147万万万万 2,3582,3582,3582,358円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 2222億億億億 2,7732,7732,7732,773万万万万 506506506506円円円円のののの減少減少減少減少とととと

なっているなっているなっているなっている。。。。歳入総額歳入総額歳入総額歳入総額にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合はははは 96969696....92929292％％％％でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 63636363....97979797 ポイントポイントポイントポイント上上上上

昇昇昇昇しているしているしているしている。。。。    

特定財源特定財源特定財源特定財源はははは 576576576576万万万万 7,3787,3787,3787,378円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 8888億億億億 2,6842,6842,6842,684万万万万 7,5787,5787,5787,578円減少円減少円減少円減少となっとなっとなっとなってててて

いるいるいるいる。。。。歳入総額歳入総額歳入総額歳入総額にににに占占占占めるめるめるめる割割割割合合合合 3333....08080808％％％％となっとなっとなっとなっているているているている。。。。    
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ウウウウ    款別決算状況款別決算状況款別決算状況款別決算状況    

款別款別款別款別のののの決算状況決算状況決算状況決算状況はははは、、、、次次次次のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    
第第第第１１１１款款款款    分担金及分担金及分担金及分担金及びびびび負担金負担金負担金負担金    

収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 1111億億億億 7,1947,1947,1947,194万万万万 9,0009,0009,0009,000円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 2222億億億億 3,3923,3923,3923,392万円万円万円万円のののの減少減少減少減少となってとなってとなってとなっていいいい

るるるる。。。。    

予算現額予算現額予算現額予算現額 1111億億億億 7,1947,1947,1947,194万万万万 9,0009,0009,0009,000円円円円にににに対対対対しししし同額同額同額同額となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

事務費負担金事務費負担金事務費負担金事務費負担金がががが 2222億億億億 3,3923,3923,3923,392万万万万円減少円減少円減少円減少しているしているしているしている。。。。    

    
項項項項    別別別別    状状状状    況況況況    

ＡＡＡＡ 執行率執行率執行率執行率 ＢＢＢＢ 執行率執行率執行率執行率 Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円

171,949,000171,949,000171,949,000171,949,000 171,949,000171,949,000171,949,000171,949,000 100.00100.00100.00100.00 405,869,000405,869,000405,869,000405,869,000 405,869,000405,869,000405,869,000405,869,000 100.00100.00100.00100.00 △△△△233,920,000233,920,000233,920,000233,920,000

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

負負負負 担担担担 金金金金

項項項項 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額

２０２０２０２０年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額

１９１９１９１９年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額

    
第第第第２２２２款款款款    国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金    

収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 125125125125万万万万 3,0003,0003,0003,000円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度とととと比比比比べべべべ 8888億億億億 2,1352,1352,1352,135万万万万 9999,162,162,162,162円円円円のののの減少減少減少減少となっとなっとなっとなっていていていてい

るるるる。。。。    

予算現額予算現額予算現額予算現額 125125125125万万万万 3,0003,0003,0003,000円円円円にににに対対対対しししし同額同額同額同額となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

国庫補助金国庫補助金国庫補助金国庫補助金のののの収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 0000 円円円円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。老人医療適正化対策事業国庫補助金老人医療適正化対策事業国庫補助金老人医療適正化対策事業国庫補助金老人医療適正化対策事業国庫補助金がががが

3,4933,4933,4933,493万万万万 7,0007,0007,0007,000円減少円減少円減少円減少しているしているしているしている。。。。    

国庫負担金国庫負担金国庫負担金国庫負担金のののの収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 125125125125万万万万 3,0003,0003,0003,000円円円円となっていとなっていとなっていとなっているるるる。。。。高齢者医療制度円滑導入臨時高齢者医療制度円滑導入臨時高齢者医療制度円滑導入臨時高齢者医療制度円滑導入臨時

特例交付金特例交付金特例交付金特例交付金がががが７７７７億億億億 8,7678,7678,7678,767万万万万 5,1625,1625,1625,162円減少円減少円減少円減少しししし、、、、保険料不均一賦課国庫負担金保険料不均一賦課国庫負担金保険料不均一賦課国庫負担金保険料不均一賦課国庫負担金がががが 125125125125万万万万 3,0003,0003,0003,000

円増加円増加円増加円増加しているしているしているしている。。。。    

    
項項項項    別別別別    状状状状    況況況況    

ＡＡＡＡ 執行率執行率執行率執行率 ＢＢＢＢ 執行率執行率執行率執行率 Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円
0000 0000 ―――― 34,937,00034,937,00034,937,00034,937,000 34,937,00034,937,00034,937,00034,937,000 100.00100.00100.00100.00 △△△△34,937,00034,937,00034,937,00034,937,000

国国国国 庫庫庫庫 負負負負 担担担担 金金金金 1,253,0001,253,0001,253,0001,253,000 1,253,0001,253,0001,253,0001,253,000 100.00100.00100.00100.00 787,676,000787,676,000787,676,000787,676,000 787,675,162787,675,162787,675,162787,675,162 100.00100.00100.00100.00 △△△△786,422,162786,422,162786,422,162786,422,162

計計計計 1,253,0001,253,0001,253,0001,253,000 1,253,0001,253,0001,253,0001,253,000 100.00100.00100.00100.00 822,613,000822,613,000822,613,000822,613,000 822,612,162822,612,162822,612,162822,612,162 100.00100.00100.00100.00 △△△△821,359,162821,359,162821,359,162821,359,162

国国国国 庫庫庫庫 補補補補 助助助助 金金金金

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))
項項項項 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額

２０２０２０２０年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額

１９１９１９１９年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額
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第第第第３３３３款款款款    県支出金県支出金県支出金県支出金    

収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 125125125125万万万万 3,0003,0003,0003,000円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 874874874874万万万万 7,0007,0007,0007,000円円円円のののの減少減少減少減少となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

予算現額予算現額予算現額予算現額 125125125125万万万万 3,0003,0003,0003,000円円円円にににに対対対対しししし同額同額同額同額となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

県負担金県負担金県負担金県負担金のののの収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 125125125125 万万万万 3,0003,0003,0003,000 円円円円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。保険料不均一賦課県負担金保険料不均一賦課県負担金保険料不均一賦課県負担金保険料不均一賦課県負担金がががが

125125125125万万万万 3,0003,0003,0003,000円増加円増加円増加円増加しているしているしているしている。。。。    

県補助金県補助金県補助金県補助金のののの収入額収入額収入額収入額はははは 0000円円円円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。後期高齢者医療制度創設準備支援事業費補助後期高齢者医療制度創設準備支援事業費補助後期高齢者医療制度創設準備支援事業費補助後期高齢者医療制度創設準備支援事業費補助

金金金金がががが 1,0001,0001,0001,000万円万円万円万円減少減少減少減少しているしているしているしている。。。。    
    

項項項項    別別別別    状状状状    況況況況    

ＡＡＡＡ 執行率執行率執行率執行率 ＢＢＢＢ 執行率執行率執行率執行率 Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円

1,253,0001,253,0001,253,0001,253,000 1,253,0001,253,0001,253,0001,253,000 100.00100.00100.00100.00 0000 0000 ―――― 1,253,0001,253,0001,253,0001,253,000

県県県県 補補補補 助助助助 金金金金 0000 0000 ―――― 10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000 10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000 100.00100.00100.00100.00 △△△△10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000

計計計計 1,253,0001,253,0001,253,0001,253,000 1,253,0001,253,0001,253,0001,253,000 100.00100.00100.00100.00 10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000 10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000 100.00100.00100.00100.00 △△△△8,747,0008,747,0008,747,0008,747,000

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

県県県県 負負負負 担担担担 金金金金

項項項項 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額

２０２０２０２０年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額

１９１９１９１９年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額

    
第第第第４４４４款款款款    財産収入財産収入財産収入財産収入    

収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 326326326326万万万万 1,3781,3781,3781,378円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 325325325325万万万万 8,5848,5848,5848,584円円円円のののの増加増加増加増加となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

予算現額予算現額予算現額予算現額 326326326326万万万万 2,0002,0002,0002,000円円円円にににに対対対対しししし 622622622622円円円円のののの減少減少減少減少となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

財政調整基金利子財政調整基金利子財政調整基金利子財政調整基金利子がががが 3333 万万万万 6,7796,7796,7796,779 円円円円、、、、後期高齢者医療制度臨時特例基金利子後期高齢者医療制度臨時特例基金利子後期高齢者医療制度臨時特例基金利子後期高齢者医療制度臨時特例基金利子がががが 322322322322 万万万万

1,8051,8051,8051,805円増加円増加円増加円増加ししししているているているている。。。。    
    

項項項項    別別別別    状状状状    況況況況    

ＡＡＡＡ 執行率執行率執行率執行率 ＢＢＢＢ 執行率執行率執行率執行率 Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円

3,262,0003,262,0003,262,0003,262,000 3,261,3783,261,3783,261,3783,261,378 99.9899.9899.9899.98 3,0003,0003,0003,000 2,7942,7942,7942,794 93.1393.1393.1393.13 3,258,5843,258,5843,258,5843,258,584

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

財財財財 産産産産 運運運運 用用用用 収収収収 入入入入

項項項項 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額

２０２０２０２０年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額

１９１９１９１９年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額

    
第第第第５５５５款款款款    繰越金繰越金繰越金繰越金    

収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 926926926926万万万万 1,2081,2081,2081,208円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 621621621621万万万万 1,2651,2651,2651,265円円円円のののの増加増加増加増加となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

予算現額予算現額予算現額予算現額 926926926926万万万万 1,0001,0001,0001,000円円円円にににに対対対対しししし 208208208208円円円円のののの増加増加増加増加となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金がががが 621621621621万万万万 1,2651,2651,2651,265円円円円増加増加増加増加しているしているしているしている。。。。    

    
項項項項    別別別別    状状状状    況況況況    

ＡＡＡＡ 執行率執行率執行率執行率 ＢＢＢＢ 執行率執行率執行率執行率 Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円

9,261,0009,261,0009,261,0009,261,000 9,261,2089,261,2089,261,2089,261,208 100.00100.00100.00100.00 3,049,0003,049,0003,049,0003,049,000 3,049,9433,049,9433,049,9433,049,943 100.03100.03100.03100.03 6,211,2656,211,2656,211,2656,211,265

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

繰繰繰繰 越越越越 金金金金

項項項項 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額

２０２０２０２０年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額

１９１９１９１９年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額
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第第第第６６６６款款款款    諸収入諸収入諸収入諸収入    

収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 26262626万万万万 2,1502,1502,1502,150円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 2222万万万万 1,7711,7711,7711,771円円円円のののの減少減少減少減少となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

予算現額予算現額予算現額予算現額 26262626万万万万 1,0001,0001,0001,000円円円円にににに対対対対しししし 1,1501,1501,1501,150円円円円のののの増加増加増加増加となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

預金利子預金利子預金利子預金利子のののの収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 26262626 万万万万 1,1031,1031,1031,103 円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 2222 万万万万 2,4502,4502,4502,450 円円円円のののの減少減少減少減少となってとなってとなってとなって

いるいるいるいる。。。。    

雑入雑入雑入雑入のののの収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 1,0471,0471,0471,047円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 679679679679円円円円のののの増加増加増加増加となっているとなっているとなっているとなっている。。。。地方公務員地方公務員地方公務員地方公務員

災害補償基金負担金返戻金災害補償基金負担金返戻金災害補償基金負担金返戻金災害補償基金負担金返戻金がががが 239239239239円増加円増加円増加円増加ししししているているているている。。。。    
    

項項項項    別別別別    状状状状    況況況況    

ＡＡＡＡ 執行率執行率執行率執行率 ＢＢＢＢ 執行率執行率執行率執行率 Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円

261,000261,000261,000261,000 261,103261,103261,103261,103 100.04100.04100.04100.04 265,000265,000265,000265,000 283,553283,553283,553283,553 107.00107.00107.00107.00 △△△△22,45022,45022,45022,450

雑雑雑雑 入入入入 0000 1,0471,0471,0471,047 ―――― 1,0001,0001,0001,000 368368368368 36.8036.8036.8036.80 679679679679

計計計計 261,000261,000261,000261,000 262,150262,150262,150262,150 100.44100.44100.44100.44 266,000266,000266,000266,000 283,921283,921283,921283,921 106.74106.74106.74106.74 △△△△21,77121,77121,77121,771

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

預預預預 金金金金 利利利利 子子子子

項項項項 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額

２０２０２０２０年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額

１９１９１９１９年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額

    
第第第第７７７７款款款款    繰入金繰入金繰入金繰入金    

収入済額収入済額収入済額収入済額、、、、予算現額予算現額予算現額予算現額ともにともにともにともに 0000円円円円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    
項項項項    別別別別    状状状状    況況況況    

ＡＡＡＡ 執行率執行率執行率執行率 ＢＢＢＢ 執行率執行率執行率執行率 Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円

0000 0000 ―――― 0000 0000 ―――― 0000

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

基基基基 金金金金 繰繰繰繰 入入入入 金金金金

項項項項 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額

２０２０２０２０年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額

１９１９１９１９年度年度年度年度

予算現額予算現額予算現額予算現額
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⑵⑵⑵⑵     歳歳歳歳        出出出出    

    
アアアア    決算状況決算状況決算状況決算状況    

歳出歳出歳出歳出のののの決算状況決算状況決算状況決算状況はははは、、、、次表次表次表次表のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    
一一一一    般般般般    会会会会    計計計計    歳歳歳歳    出出出出    決決決決    算算算算    状状状状    況況況況    

２０２０２０２０年度年度年度年度
ＡＡＡＡ

１９１９１９１９年度年度年度年度
ＢＢＢＢ

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))
ＣＣＣＣ((((Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ))))

187,239,000187,239,000187,239,000187,239,000円円円円 1,241,800,0001,241,800,0001,241,800,0001,241,800,000円円円円 △△△△1,054,561,0001,054,561,0001,054,561,0001,054,561,000円円円円

184,147,848184,147,848184,147,848184,147,848円円円円 1,232,556,6121,232,556,6121,232,556,6121,232,556,612円円円円 △△△△1,048,408,7641,048,408,7641,048,408,7641,048,408,764円円円円

98.35%98.35%98.35%98.35% 99.26%99.26%99.26%99.26% △△△△0.91%0.91%0.91%0.91%

継継継継 続続続続 費費費費 逓逓逓逓 次次次次 繰繰繰繰 越越越越 0000円円円円 0000円円円円 0000円円円円

繰繰繰繰 越越越越 明明明明 許許許許 費費費費 0000円円円円 0000円円円円 0000円円円円

事事事事 故故故故 繰繰繰繰 越越越越 しししし 0000円円円円 0000円円円円 0000円円円円

計計計計 0000円円円円 0000円円円円 0000円円円円

予予予予 算算算算 現現現現 額額額額 にににに 対対対対 すすすす るるるる 比比比比 率率率率 0.00%0.00%0.00%0.00% 0.00%0.00%0.00%0.00% 0.00%0.00%0.00%0.00%

3,091,1523,091,1523,091,1523,091,152円円円円 9,243,3889,243,3889,243,3889,243,388円円円円 △△△△6,152,2366,152,2366,152,2366,152,236円円円円

支支支支　　　　出出出出　　　　済済済済　　　　額額額額

不用額不用額不用額不用額

翌翌翌翌
年年年年
度度度度
繰繰繰繰
越越越越
額額額額

区区区区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分分分分

予予予予　　　　算算算算　　　　現現現現　　　　額額額額

執執執執　　　　　　　　行行行行　　　　　　　　率率率率

    
    
支出済額支出済額支出済額支出済額はははは 1111 億億億億 8,4148,4148,4148,414万万万万 7,8487,8487,8487,848円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 10101010 億億億億 4,8404,8404,8404,840万万万万 8,7648,7648,7648,764円円円円のののの減減減減

少少少少となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは 98989898....35353535％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

翌年度繰越額翌年度繰越額翌年度繰越額翌年度繰越額はははは 0000円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度とととと同額同額同額同額となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

またまたまたまた、、、、不用額不用額不用額不用額はははは 309309309309万万万万 1,1521,1521,1521,152円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 615615615615万万万万 2,2362,2362,2362,236円円円円のののの減少減少減少減少となってとなってとなってとなって

いるいるいるいる。。。。    

不用額不用額不用額不用額のののの主主主主なものはなものはなものはなものは、、、、職員手当等職員手当等職員手当等職員手当等、、、、需用費需用費需用費需用費、、、、役務費役務費役務費役務費、、、、委託料委託料委託料委託料、、、、負担金補助及負担金補助及負担金補助及負担金補助及びびびび交交交交

付金付金付金付金でででで、、、、諸経費諸経費諸経費諸経費のののの節約節約節約節約やややや入札残入札残入札残入札残などによるものであるなどによるものであるなどによるものであるなどによるものである。。。。    
    

イイイイ    使途別決算状況使途別決算状況使途別決算状況使途別決算状況    

歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳出決算額をををを「「「「人件費人件費人件費人件費」」」」及及及及びびびび「「「「物件費物件費物件費物件費そのそのそのその他他他他のののの経費経費経費経費」」」」にににに分類分類分類分類するとするとするとすると、、、、人件費人件費人件費人件費はははは 101101101101

万万万万 2,1092,1092,1092,109円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 299299299299万万万万 2,7742,7742,7742,774円円円円のののの減少減少減少減少となってとなってとなってとなっているがいるがいるがいるが、、、、歳出総額歳出総額歳出総額歳出総額もももも大大大大

幅幅幅幅にににに減少減少減少減少していることからしていることからしていることからしていることから歳出歳出歳出歳出にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合はははは 0000....55555555％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

                物件費物件費物件費物件費そのそのそのその他他他他のののの経費経費経費経費はははは 1111億億億億 8,3138,3138,3138,313万万万万 5,7395,7395,7395,739円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 10101010億億億億 4,5414,5414,5414,541万万万万 5,9905,9905,9905,990

円円円円のののの減少減少減少減少となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、歳出総額歳出総額歳出総額歳出総額にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合はははは 99999999....45454545％％％％であるであるであるである。。。。    

    
一一一一    般般般般    会会会会    計計計計    使使使使    途途途途    別別別別    決決決決    算算算算    状状状状    況況況況    

金金金金　　　　　　　　額額額額 構成比構成比構成比構成比 金金金金　　　　　　　　額額額額 構成比構成比構成比構成比

19191919 4,004,8834,004,8834,004,8834,004,883円円円円 0.32%0.32%0.32%0.32% 1,228,551,7291,228,551,7291,228,551,7291,228,551,729円円円円 99.68%99.68%99.68%99.68%

20202020 1,012,1091,012,1091,012,1091,012,109円円円円 0.55%0.55%0.55%0.55% 183,135,739183,135,739183,135,739183,135,739円円円円 99.45%99.45%99.45%99.45%

　　 　　 　　 　　 区分区分区分区分
年度年度年度年度

人     件     費人     件     費人     件     費人     件     費 物件費物件費物件費物件費そのそのそのその他他他他のののの経費経費経費経費

    
    



- 10 - 

        ウウウウ    款別決算状況款別決算状況款別決算状況款別決算状況    

                款別款別款別款別のののの決算状況決算状況決算状況決算状況はははは、、、、次次次次のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    
第第第第１１１１款款款款    議会費議会費議会費議会費    

        支出済額支出済額支出済額支出済額はははは 65656565万万万万 4,5384,5384,5384,538円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 8888万万万万 5,3385,3385,3385,338円円円円のののの減少減少減少減少となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

        予算現額予算現額予算現額予算現額 78787878万円万円万円万円にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは 83838383....92929292％％％％であるであるであるである。。。。    

    
項項項項    別別別別    状状状状    況況況況    

１９１９１９１９年度年度年度年度

支出済額支出済額支出済額支出済額 支出済額支出済額支出済額支出済額

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円 円円円円 円円円円 円円円円

780,000780,000780,000780,000 654,538654,538654,538654,538 83.9283.9283.9283.92 0000 125,462125,462125,462125,462 739,876739,876739,876739,876 △△△△85,33885,33885,33885,338

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

議議議議 会会会会 費費費費

項項項項
予算現額予算現額予算現額予算現額

翌年度翌年度翌年度翌年度
繰越額繰越額繰越額繰越額

執行率執行率執行率執行率

２０２０２０２０　　　　　　　　　　　　　　　　年年年年　　　　　　　　　　　　　　　　度度度度

不用額不用額不用額不用額

    
第第第第２２２２款款款款    総務費総務費総務費総務費    

        支出済額支出済額支出済額支出済額はははは 1111億億億億 7,7767,7767,7767,776万万万万 5,5055,5055,5055,505円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 2222億億億億 2,7982,7982,7982,798万万万万 5,7295,7295,7295,729円円円円のののの減少減少減少減少となとなとなとな

っているっているっているっている。。。。    

        予算現額予算現額予算現額予算現額 1111億億億億 8,8,8,8,023023023023万万万万 1,0001,0001,0001,000円円円円にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは 98989898....63636363％％％％であるであるであるである。。。。    

    
項項項項    別別別別    状状状状    況況況況    

支出済額支出済額支出済額支出済額

ＡＡＡＡ Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円 円円円円 円円円円
180,063,000180,063,000180,063,000180,063,000 177,663,896177,663,896177,663,896177,663,896 98.6798.6798.6798.67 0000 2,399,1042,399,1042,399,1042,399,104 △△△△227,924,670227,924,670227,924,670227,924,670

82,00082,00082,00082,000 75,98275,98275,98275,982 92.6692.6692.6692.66 0000 6,0186,0186,0186,018 △△△△55,39455,39455,39455,394

86,00086,00086,00086,000 25,62725,62725,62725,627 29.8029.8029.8029.80 0000 60,37360,37360,37360,373 △△△△5,6655,6655,6655,665

180,231,000180,231,000180,231,000180,231,000 177,765,505177,765,505177,765,505177,765,505 98.6398.6398.6398.63 0000 2,465,4952,465,4952,465,4952,465,495 △△△△227,985,729227,985,729227,985,729227,985,729

◎◎◎◎主主主主なななな対前年度増減対前年度増減対前年度増減対前年度増減のののの状況状況状況状況

（（（（項項項項　　　　総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費））））

　（　（　（　（目目目目　　　　総務一般管理費総務一般管理費総務一般管理費総務一般管理費））））

　　　　　　　　電算機器借上料電算機器借上料電算機器借上料電算機器借上料のののの増増増増 275275275275万万万万 4,1504,1504,1504,150円円円円

　　　　　　　　施設負担金施設負担金施設負担金施設負担金のののの増増増増 107107107107万万万万 3,9683,9683,9683,968円円円円

　　　　　　　　職員派遣負担金職員派遣負担金職員派遣負担金職員派遣負担金のののの増増増増 401401401401万万万万 1,3921,3921,3921,392円円円円

　　　　　　　　財政調整基金積立金財政調整基金積立金財政調整基金積立金財政調整基金積立金のののの減減減減 △△△△945945945945万万万万 8,2218,2218,2218,221円円円円

　（　（　（　（目目目目　　　　情報管理費情報管理費情報管理費情報管理費）））） △△△△2222憶憶憶憶 3,1193,1193,1193,119万万万万 4,6664,6664,6664,666円円円円

総総総総 務務務務 管管管管 理理理理 費費費費

計計計計

説説説説
    
    
明明明明

円円円円

405,588,566405,588,566405,588,566405,588,566

405,751,234405,751,234405,751,234405,751,234

（（（（   203.33  203.33  203.33  203.33％）％）％）％）

（  （  （  （   13.02 13.02 13.02 13.02％）％）％）％）

（　（　（　（　     　　　　2.752.752.752.75％）％）％）％）

（（（（△△△△64.0964.0964.0964.09％）％）％）％）

（（（（皆皆皆皆　　　　　　　　　　　　　　　　減減減減））））

選選選選 挙挙挙挙 費費費費

監監監監 査査査査 委委委委 員員員員 費費費費

131,376131,376131,376131,376

31,29231,29231,29231,292

項項項項

１９１９１９１９年度年度年度年度

支出済額支出済額支出済額支出済額

ＢＢＢＢ

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

予算現額予算現額予算現額予算現額
翌年度翌年度翌年度翌年度
繰越額繰越額繰越額繰越額

執行率執行率執行率執行率

２０２０２０２０　　　　　　　　　　　　　　　　年年年年　　　　　　　　　　　　　　　　度度度度

不用額不用額不用額不用額
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第第第第３３３３款款款款    民生費民生費民生費民生費    

支出済額支出済額支出済額支出済額はははは 572572572572万万万万 7,8057,8057,8057,805円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ 8888億億億億 2,0332,0332,0332,033万万万万 7,6977,6977,6977,697円円円円のののの減少減少減少減少となっていとなっていとなっていとなってい

るるるる。。。。    

        予算現額予算現額予算現額予算現額 572572572572万万万万 8,0008,0008,0008,000円円円円にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは 100100100100....00000000％％％％であるであるであるである。。。。    
    

項項項項    別別別別    状状状状    況況況況    

支出済額支出済額支出済額支出済額

ＡＡＡＡ Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円 円円円円 円円円円
5,728,0005,728,0005,728,0005,728,000 5,727,8055,727,8055,727,8055,727,805 100.00100.00100.00100.00 0000 195195195195 △△△△820,337,697820,337,697820,337,697820,337,697

5,728,0005,728,0005,728,0005,728,000 5,727,8055,727,8055,727,8055,727,805 100.00100.00100.00100.00 0000 195195195195 △△△△820,337,697820,337,697820,337,697820,337,697

◎◎◎◎主主主主なななな対前年度増減対前年度増減対前年度増減対前年度増減のののの状況状況状況状況

（（（（項項項項　　　　社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費））））

　（　（　（　（目目目目　　　　老人福祉費老人福祉費老人福祉費老人福祉費））））

　　　　　　　　時間外勤務手当時間外勤務手当時間外勤務手当時間外勤務手当のののの減減減減 △△△△204204204204万万万万 5,2105,2105,2105,210円円円円

　　　　　　　　需用費需用費需用費需用費のののの減減減減 △△△△738738738738万万万万 6,5456,5456,5456,545円円円円

　　　　　　　　通信運搬費通信運搬費通信運搬費通信運搬費のののの減減減減 3,4713,4713,4713,471円円円円

　　　　　　　　委託料委託料委託料委託料のののの減減減減 1,1141,1141,1141,114円円円円

　　　　　　　　保険料不均一賦課繰出金保険料不均一賦課繰出金保険料不均一賦課繰出金保険料不均一賦課繰出金のののの増増増増 250250250250万万万万 6,0006,0006,0006,000円円円円

　　　　　　　　高齢者医療制度臨時特例基金積立金高齢者医療制度臨時特例基金積立金高齢者医療制度臨時特例基金積立金高齢者医療制度臨時特例基金積立金のののの減減減減 △△△△7777憶憶憶憶 8,4458,4458,4458,445万万万万 3,3573,3573,3573,357円円円円

項項項項

１９１９１９１９年度年度年度年度

支出済額支出済額支出済額支出済額

ＢＢＢＢ

△△△△1,6591,6591,6591,659万万万万

社社社社 会会会会 福福福福 祉祉祉祉 費費費費

計計計計

説説説説
　　　　
　　　　
明明明明

円円円円

826,065,502826,065,502826,065,502826,065,502

826,065,502826,065,502826,065,502826,065,502

（（（（皆皆皆皆　　　　　　　　　　　　減減減減））））

（（（（皆皆皆皆　　　　　　　　　　　　減減減減））））

（（（（皆皆皆皆　　　　　　　　　　　　減減減減））））

△△△△1,1941,1941,1941,194万万万万 （（（（皆皆皆皆　　　　　　　　　　　　減減減減））））

（（（（皆皆皆皆　　　　　　　　　　　　増増増増））））

((((△△△△99.59%)99.59%)99.59%)99.59%)

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

予算現額予算現額予算現額予算現額
翌年度翌年度翌年度翌年度
繰越額繰越額繰越額繰越額

執行率執行率執行率執行率

２０２０２０２０　　　　　　　　　　　　　　　　年年年年　　　　　　　　　　　　　　　　度度度度

不用額不用額不用額不用額

    
第第第第４４４４款款款款    予備費予備費予備費予備費    

    支出済額支出済額支出済額支出済額はははは 0000円円円円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度とととと同額同額同額同額となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    
    

項項項項    別別別別    状状状状    況況況況    

１９１９１９１９年度年度年度年度

支出済額支出済額支出済額支出済額 支出済額支出済額支出済額支出済額

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 ％％％％ 円円円円 円円円円 円円円円 円円円円

500,000500,000500,000500,000 0000 ―――― 0000 500,000500,000500,000500,000 0000 0000

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

予予予予 備備備備 費費費費

項項項項
予算現額予算現額予算現額予算現額

翌年度翌年度翌年度翌年度
繰越額繰越額繰越額繰越額

執行率執行率執行率執行率

２０２０２０２０　　　　　　　　　　　　　　　　年年年年　　　　　　　　　　　　　　　　度度度度

不用額不用額不用額不用額
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３３３３    後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計    

    
後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計のののの決算額決算額決算額決算額はははは、、、、歳入歳入歳入歳入 1,8651,8651,8651,865億億億億 2,8142,8142,8142,814万万万万 1,8271,8271,8271,827円円円円（（（（予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対

するするするする執行率執行率執行率執行率 99999999....63636363％）、％）、％）、％）、歳出歳出歳出歳出 1,8641,8641,8641,864億億億億 4,7834,7834,7834,783万万万万 2,8152,8152,8152,815円円円円（（（（予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率 99999999....59595959％）、％）、％）、％）、

歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額 8,0308,0308,0308,030万万万万 9,0129,0129,0129,012円円円円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

次次次次にににに、、、、決算規模決算規模決算規模決算規模のののの推移推移推移推移はははは、、、、次表次表次表次表のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    
後後後後    期期期期    高高高高    齢齢齢齢    者者者者    医医医医    療療療療    特特特特    別別別別    会会会会    計計計計    決決決決    算算算算    規規規規    模模模模    のののの    推推推推    移移移移    

決  算  額決  算  額決  算  額決  算  額
対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度
増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))額額額額

決  算  額決  算  額決  算  額決  算  額
対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度対 前 年 度
増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))額額額額

19191919

20202020 186,528,141,827186,528,141,827186,528,141,827186,528,141,827円円円円 186,447,832,815186,447,832,815186,447,832,815186,447,832,815円円円円

年度年度年度年度

歳歳歳歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入入入入 歳歳歳歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出出出出

    
本年度決算収支本年度決算収支本年度決算収支本年度決算収支のののの状況状況状況状況はははは次表次表次表次表のとおりでのとおりでのとおりでのとおりで、、、、歳入歳出差引残額歳入歳出差引残額歳入歳出差引残額歳入歳出差引残額 8,0308,0308,0308,030万万万万 9,0129,0129,0129,012円円円円のののの余剰余剰余剰余剰

金金金金をををを生生生生じておりじておりじておりじており、、、、このうちこのうちこのうちこのうち翌年度翌年度翌年度翌年度へへへへ繰繰繰繰りりりり越越越越すべきすべきすべきすべき財源財源財源財源としてのとしてのとしてのとしての額額額額はははは含含含含まれていないのでまれていないのでまれていないのでまれていないので、、、、

実質収支実質収支実質収支実質収支としてとしてとしてとして同額同額同額同額のののの黒字決算黒字決算黒字決算黒字決算となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

またまたまたまた、、、、単年度収単年度収単年度収単年度収支支支支ではではではでは 8,0308,0308,0308,030万万万万 9,0129,0129,0129,012円円円円のののの黒字黒字黒字黒字となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは歳入歳入歳入歳入がががが 99999999....63636363％、％、％、％、歳出歳出歳出歳出がががが 99999999....59595959％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    
後後後後    期期期期    高高高高    齢齢齢齢    者者者者    医医医医    療療療療    特特特特    別別別別    会会会会    計計計計    決決決決    算算算算    収収収収    支支支支    のののの    推推推推    移移移移    

２０２０２０２０年度年度年度年度 １９１９１９１９年度年度年度年度

186,528,141,827186,528,141,827186,528,141,827186,528,141,827円円円円

186,447,832,815186,447,832,815186,447,832,815186,447,832,815円円円円

80,309,01280,309,01280,309,01280,309,012円円円円

0000円円円円

80,309,01280,309,01280,309,01280,309,012円円円円

80,309,01280,309,01280,309,01280,309,012円円円円

実質収支実質収支実質収支実質収支
　　　　　　　　((((Ｃ－ＤＣ－ＤＣ－ＤＣ－Ｄ)  )  )  )  ＥＥＥＥ

単年度収支単年度収支単年度収支単年度収支
　Ｅ－　Ｅ－　Ｅ－　Ｅ－前年度前年度前年度前年度ののののＥＥＥＥ

区区区区　　　　　　　　　　　　　　　　分分分分

歳歳歳歳　　　　入入入入　　　　総総総総　　　　額額額額
　　　　　　　Ａ　　　　　　　Ａ　　　　　　　Ａ　　　　　　　Ａ

歳歳歳歳　　　　出出出出　　　　総総総総　　　　額額額額
　　　　　　　Ｂ　　　　　　　Ｂ　　　　　　　Ｂ　　　　　　　Ｂ

歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額
　　　　　　　　((((Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ))))　Ｃ　Ｃ　Ｃ　Ｃ

翌年度翌年度翌年度翌年度へへへへ繰繰繰繰りりりり
越越越越すべきすべきすべきすべき財源財源財源財源

((((既収入財源既収入財源既収入財源既収入財源)  )  )  )  ＤＤＤＤ

    
    



- 13 - 

⑴⑴⑴⑴     歳歳歳歳        入入入入    

    
アアアア    決算状況決算状況決算状況決算状況    

歳入歳入歳入歳入のののの決算状況決算状況決算状況決算状況はははは、、、、次表次表次表次表のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    
後後後後    期期期期    高高高高    齢齢齢齢    者者者者    医医医医    療療療療    特特特特    別別別別    会会会会    計計計計    歳歳歳歳    入入入入    決決決決    算算算算    状状状状    況況況況    

２０２０２０２０年度年度年度年度
ＡＡＡＡ

１９１９１９１９年度年度年度年度
ＢＢＢＢ

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))
ＣＣＣＣ((((Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ))))

187,220,798,000187,220,798,000187,220,798,000187,220,798,000円円円円

186,876,293,314186,876,293,314186,876,293,314186,876,293,314円円円円

金金金金　　　　　　　　額額額額 186,528,141,827186,528,141,827186,528,141,827186,528,141,827円円円円

予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする
比率比率比率比率((((執行率執行率執行率執行率))))

99.63%99.63%99.63%99.63%

調定額調定額調定額調定額にににに対対対対するするするする
比率比率比率比率((((収納率収納率収納率収納率))))

99.81%99.81%99.81%99.81%

348,151,487348,151,487348,151,487348,151,487円円円円

0000円円円円

調調調調　　　　定定定定　　　　額額額額

収収収収　　　　入入入入　　　　未未未未　　　　済済済済　　　　額額額額

不不不不　　　　能能能能　　　　欠欠欠欠　　　　損損損損　　　　額額額額

収収収収
入入入入
済済済済
額額額額

区区区区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分分分分

予予予予　　　　算算算算　　　　現現現現　　　　額額額額

    
    
収入済額収入済額収入済額収入済額はははは、、、、1,81,81,81,865656565 億億億億 2,8142,8142,8142,814 万万万万 1,8271,8271,8271,827 円円円円でででで、、、、予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは 99.6399.6399.6399.63％％％％

でででで、、、、調定額調定額調定額調定額にににに対対対対するするするする収納率収納率収納率収納率はははは 99999999....81818181％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

収入未済額収入未済額収入未済額収入未済額はははは 3333億億億億 4,8154,8154,8154,815万万万万 1,4871,4871,4871,487円円円円でででで、、、、不納欠損額不納欠損額不納欠損額不納欠損額はははは 0000円円円円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    
    

イイイイ    款別決算状況款別決算状況款別決算状況款別決算状況    

款別款別款別款別のののの決算状況決算状況決算状況決算状況はははは、、、、次次次次のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    
予算現額予算現額予算現額予算現額にににに比比比比しししし

ＢＢＢＢ 増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ Ｂ－ＡＢ－ＡＢ－ＡＢ－Ａ

円円円円 円円円円 円円円円

32,439,751,00032,439,751,00032,439,751,00032,439,751,000 32,362,881,49832,362,881,49832,362,881,49832,362,881,498 △△△△76,869,50276,869,50276,869,50276,869,502

17,287,595,00017,287,595,00017,287,595,00017,287,595,000 17,210,725,49817,210,725,49817,210,725,49817,210,725,498 △△△△76,869,50276,869,50276,869,50276,869,502

14,783,200,00014,783,200,00014,783,200,00014,783,200,000 14,783,200,00014,783,200,00014,783,200,00014,783,200,000 0000

62,046,478,00062,046,478,00062,046,478,00062,046,478,000 62,046,478,26462,046,478,26462,046,478,26462,046,478,264 264264264264

43,098,514,00043,098,514,00043,098,514,00043,098,514,000 43,098,514,62243,098,514,62243,098,514,62243,098,514,622 622622622622

528,638,000528,638,000528,638,000528,638,000 528,638,484528,638,484528,638,484528,638,484 484484484484

14,743,722,00014,743,722,00014,743,722,00014,743,722,000 14,743,722,00014,743,722,00014,743,722,00014,743,722,000 0000

14,217,546,00014,217,546,00014,217,546,00014,217,546,000 14,217,546,00014,217,546,00014,217,546,00014,217,546,000 0000

490,267,000490,267,000490,267,000490,267,000 490,267,000490,267,000490,267,000490,267,000 0000

77,434,651,00077,434,651,00077,434,651,00077,434,651,000 76,818,764,00076,818,764,00076,818,764,00076,818,764,000 △△△△615,887,000615,887,000615,887,000615,887,000

21,163,00021,163,00021,163,00021,163,000 21,163,36721,163,36721,163,36721,163,367 367367367367

472,863,000472,863,000472,863,000472,863,000 472,862,762472,862,762472,862,762472,862,762 △△△△238238238238

62,170,00062,170,00062,170,00062,170,000 62,269,93662,269,93662,269,93662,269,936 99,93699,93699,93699,936

187,220,798,000187,220,798,000187,220,798,000187,220,798,000 186,528,141,827186,528,141,827186,528,141,827186,528,141,827 △△△△692,656,173692,656,173692,656,173692,656,173計計計計

99.5699.5699.5699.56

100.00100.00100.00100.00

県支出金県支出金県支出金県支出金

支払基金交付金支払基金交付金支払基金交付金支払基金交付金

特別高額医療費特別高額医療費特別高額医療費特別高額医療費
共同事業交付金共同事業交付金共同事業交付金共同事業交付金

繰入金繰入金繰入金繰入金

諸収入諸収入諸収入諸収入 100.16100.16100.16100.16

99.6399.6399.6399.63

100.00100.00100.00100.00

100.00100.00100.00100.00

99.2099.2099.2099.20

款款款款

市町村支出金市町村支出金市町村支出金市町村支出金

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金

執行率執行率執行率執行率

99.7699.7699.7699.76

％％％％

予予予予　　　　算算算算　　　　現現現現　　　　額額額額 収収収収　　　　入入入入　　　　済済済済　　　　額額額額

100.00100.00100.00100.00

うちうちうちうち保険料等負担金保険料等負担金保険料等負担金保険料等負担金

うちうちうちうち療養給付費負担金療養給付費負担金療養給付費負担金療養給付費負担金

うちうちうちうち療養給付費等負担金療養給付費等負担金療養給付費等負担金療養給付費等負担金

うちうちうちうち高額医療費負担金高額医療費負担金高額医療費負担金高額医療費負担金

うちうちうちうち療養給付費等負担金療養給付費等負担金療養給付費等負担金療養給付費等負担金

うちうちうちうち高額医療費負担金高額医療費負担金高額医療費負担金高額医療費負担金

100.00100.00100.00100.00

100.00100.00100.00100.00

100.00100.00100.00100.00

100.00100.00100.00100.00

100.00100.00100.00100.00
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収入済額収入済額収入済額収入済額はははは 1,8651,8651,8651,865億億億億 2,8142,8142,8142,814万万万万 1,8271,8271,8271,827円円円円でこのでこのでこのでこの主主主主なものはなものはなものはなものは市町村負担金市町村負担金市町村負担金市町村負担金、、、、国庫負担国庫負担国庫負担国庫負担

金金金金、、、、国庫補助金国庫補助金国庫補助金国庫補助金、、、、県負担金県負担金県負担金県負担金、、、、支払基金交付金支払基金交付金支払基金交付金支払基金交付金であるであるであるである。。。。予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは

99.6399.6399.6399.63％％％％でででで予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする減収減収減収減収のののの主主主主なものはなものはなものはなものは保険料等負担金保険料等負担金保険料等負担金保険料等負担金、、、、後期高齢者交付金後期高齢者交付金後期高齢者交付金後期高齢者交付金

であるであるであるである。。。。    

                保険料等負担金保険料等負担金保険料等負担金保険料等負担金のののの調定額調定額調定額調定額にににに対対対対するするするする収納率収納率収納率収納率はははは 98989898....02020202％％％％でありでありでありであり、、、、収入未済額収入未済額収入未済額収入未済額はははは 3333 億億億億

4,8154,8154,8154,815万万万万 1,4871,4871,4871,487円円円円でででで還付未済額還付未済額還付未済額還付未済額がががが 2,4462,4462,4462,446万万万万 9,2509,2509,2509,250円含円含円含円含まれていたまれていたまれていたまれていた。。。。還付未済額還付未済額還付未済額還付未済額につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては本来保険料本来保険料本来保険料本来保険料ではないためではないためではないためではないため広域連合広域連合広域連合広域連合のののの歳入歳入歳入歳入としてではなくとしてではなくとしてではなくとしてではなく、、、、市町村市町村市町村市町村でででで処理処理処理処理すべすべすべすべ

きものでありきものでありきものでありきものであり今後今後今後今後のののの対応対応対応対応についてについてについてについて検討検討検討検討されたいされたいされたいされたい。。。。    

                保険料等負担金保険料等負担金保険料等負担金保険料等負担金のののの収納率収納率収納率収納率のののの向上向上向上向上はははは財政財政財政財政のののの健全化健全化健全化健全化にににに極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、今後今後今後今後もももも市町市町市町市町

村村村村とととと協力協力協力協力をををを図図図図りながらりながらりながらりながら積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むようむようむようむよう要望要望要望要望するするするする。。。。    

                本年度本年度本年度本年度がががが制度初年度制度初年度制度初年度制度初年度ということもありということもありということもありということもあり不能欠損額不能欠損額不能欠損額不能欠損額はははは 0000円円円円とととと発生発生発生発生していないがしていないがしていないがしていないが、、、、今今今今

後後後後、、、、不能欠損額不能欠損額不能欠損額不能欠損額がががが増加増加増加増加しししし、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの納付意欲納付意欲納付意欲納付意欲をををを阻害阻害阻害阻害することのないようすることのないようすることのないようすることのないよう格段格段格段格段のののの努努努努

力力力力をされたいをされたいをされたいをされたい。。。。    
        
    保険料等負担金保険料等負担金保険料等負担金保険料等負担金のののの内訳内訳内訳内訳はははは次次次次のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    
    

保険料等負担金内訳保険料等負担金内訳保険料等負担金内訳保険料等負担金内訳のののの状況状況状況状況    

年度年度年度年度 保険料保険料保険料保険料 延滞金延滞金延滞金延滞金 基盤安定分基盤安定分基盤安定分基盤安定分 計計計計

20202020 13,606,374,01313,606,374,01313,606,374,01313,606,374,013 1,051,3001,051,3001,051,3001,051,300 3,603,300,1853,603,300,1853,603,300,1853,603,300,185 17,210,725,49817,210,725,49817,210,725,49817,210,725,498

19191919
円円円円 円円円円 円円円円 円円円円

    
    
    保険料収入保険料収入保険料収入保険料収入とととと被保険者数被保険者数被保険者数被保険者数のののの状況状況状況状況はははは次次次次のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    
    

保険料収入保険料収入保険料収入保険料収入とととと被保険者数等被保険者数等被保険者数等被保険者数等のののの状況状況状況状況    

ＡＡＡＡ

ＢＢＢＢ

20202020 13,606,374,01313,606,374,01313,606,374,01313,606,374,013 239,673239,673239,673239,673 56,77156,77156,77156,771

年度年度年度年度
保険料収入保険料収入保険料収入保険料収入

ＡＡＡＡ

年間平均年間平均年間平均年間平均
被保険者数被保険者数被保険者数被保険者数

ＢＢＢＢ

1111人当人当人当人当たりたりたりたり
保険料収入保険料収入保険料収入保険料収入

円円円円
19191919

円円円円 人人人人
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⑵⑵⑵⑵     歳歳歳歳        出出出出    

    
アアアア    決算状況決算状況決算状況決算状況    

歳出歳出歳出歳出のののの決算状況決算状況決算状況決算状況はははは、、、、次表次表次表次表のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    
後後後後    期期期期    高高高高    齢齢齢齢    者者者者    医医医医    療療療療    特特特特    別別別別    会会会会    計計計計    歳歳歳歳    出出出出    決決決決    算算算算    状状状状    況況況況    

２０２０２０２０年度年度年度年度
ＡＡＡＡ

１９１９１９１９年度年度年度年度
ＢＢＢＢ

増増増増、、、、減減減減((((△△△△))))
ＣＣＣＣ((((Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ))))

187,220,798,000187,220,798,000187,220,798,000187,220,798,000円円円円

186,447,832,815186,447,832,815186,447,832,815186,447,832,815円円円円

99.59%99.59%99.59%99.59%

継継継継 続続続続 費費費費 逓逓逓逓 次次次次 繰繰繰繰 越越越越 0000円円円円

繰繰繰繰 越越越越 明明明明 許許許許 費費費費 0000円円円円

事事事事 故故故故 繰繰繰繰 越越越越 しししし 0000円円円円

計計計計 0000円円円円

予予予予 算算算算 現現現現 額額額額 にににに 対対対対 すすすす るるるる 比比比比 率率率率 0.00%0.00%0.00%0.00%

772,965,185772,965,185772,965,185772,965,185円円円円

支支支支　　　　出出出出　　　　済済済済　　　　額額額額

不用額不用額不用額不用額

翌翌翌翌
年年年年
度度度度
繰繰繰繰
越越越越
額額額額

区区区区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分分分分

予予予予　　　　算算算算　　　　現現現現　　　　額額額額

執執執執　　　　　　　　行行行行　　　　　　　　率率率率

    
    
支出済額支出済額支出済額支出済額はははは 1,8641,8641,8641,864億億億億 4,7834,7834,7834,783万万万万 2,8152,8152,8152,815円円円円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは 99999999....59595959％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

翌年度繰越額翌年度繰越額翌年度繰越額翌年度繰越額はははは 0000円円円円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

またまたまたまた、、、、不用額不用額不用額不用額はははは 7777億億億億 7,2967,2967,2967,296万万万万 5555,185,185,185,185円円円円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

不用額不用額不用額不用額のののの主主主主なものはなものはなものはなものは、、、、職員手当等職員手当等職員手当等職員手当等、、、、役務役務役務役務費費費費、、、、備品購入備品購入備品購入備品購入費費費費、、、、積立金積立金積立金積立金でででで諸経費諸経費諸経費諸経費のののの節約節約節約節約

などによるものでなどによるものでなどによるものでなどによるものであるあるあるある。。。。    

    
        イイイイ    款別決算状況款別決算状況款別決算状況款別決算状況    

                款別款別款別款別のののの決算状況決算状況決算状況決算状況はははは、、、、次次次次のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    
    

ＢＢＢＢ

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ Ａ－ＢＡ－ＢＡ－ＢＡ－Ｂ

円円円円 円円円円 円円円円

7,153,954,0007,153,954,0007,153,954,0007,153,954,000 6,489,776,5226,489,776,5226,489,776,5226,489,776,522 664,177,478664,177,478664,177,478664,177,478

うううう ちちちち 積積積積 立立立立 金金金金 6,705,301,0006,705,301,0006,705,301,0006,705,301,000 6,086,781,4396,086,781,4396,086,781,4396,086,781,439 618,519,561618,519,561618,519,561618,519,561

179,689,872,000179,689,872,000179,689,872,000179,689,872,000 179,689,784,022179,689,784,022179,689,784,022179,689,784,022 87,97887,97887,97887,978

142,670,000142,670,000142,670,000142,670,000 142,666,839142,666,839142,666,839142,666,839 3,1613,1613,1613,161

16,693,00016,693,00016,693,00016,693,000 16,692,23216,692,23216,692,23216,692,232 768768768768

108,896,000108,896,000108,896,000108,896,000 108,896,000108,896,000108,896,000108,896,000 0000

100,000100,000100,000100,000 17,20017,20017,20017,200 82,80082,80082,80082,800

108,613,000108,613,000108,613,000108,613,000 0000 108,613,000108,613,000108,613,000108,613,000

187,220,798,000187,220,798,000187,220,798,000187,220,798,000 186,447,832,815186,447,832,815186,447,832,815186,447,832,815 772,965,185772,965,185772,965,185772,965,185

90.7290.7290.7290.72

款款款款

総総総総 務務務務 費費費費

0.000.000.000.00

99.5999.5999.5999.59

100.00100.00100.00100.00

100.00100.00100.00100.00

100.00100.00100.00100.00

100.00100.00100.00100.00

17.2017.2017.2017.20

予予予予　　　　算算算算　　　　現現現現　　　　額額額額 支支支支　　　　出出出出　　　　済済済済　　　　額額額額 不用額不用額不用額不用額
執行率執行率執行率執行率

％％％％

予予予予 備備備備 費費費費

計計計計

90.7890.7890.7890.78

保保保保 険険険険 給給給給 付付付付 費費費費

県県県県 財財財財 政政政政 安安安安 定定定定 化化化化 基基基基 金金金金
拠拠拠拠 出出出出 金金金金

特特特特 別別別別 高高高高 額額額額 医医医医 療療療療 費費費費
共共共共 同同同同 事事事事 業業業業 拠拠拠拠 出出出出 金金金金

保保保保 健健健健 事事事事 業業業業 費費費費

諸諸諸諸 支支支支 出出出出 金金金金

    

    支出総額支出総額支出総額支出総額はははは 1,8641,8641,8641,864億億億億 4,7834,7834,7834,783万万万万 2,8152,8152,8152,815円円円円でででで、、、、このこのこのこの主主主主なものはなものはなものはなものは総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費、、、、療養諸費療養諸費療養諸費療養諸費、、、、

高額療養諸費高額療養諸費高額療養諸費高額療養諸費、、、、そのそのそのその他医療給付費他医療給付費他医療給付費他医療給付費であるであるであるである。。。。    

                予算現額予算現額予算現額予算現額 1,8721,8721,8721,872憶憶憶憶 2,0792,0792,0792,079万万万万 8,0008,0008,0008,000円円円円にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは 99.5999.5999.5999.59％％％％であるであるであるである。。。。    
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                療養諸費療養諸費療養諸費療養諸費のののの状況状況状況状況はははは次表次表次表次表のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    

療養諸費療養諸費療養諸費療養諸費のののの状況状況状況状況    

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

20202020 172,355,505,580172,355,505,580172,355,505,580172,355,505,580 239,673239,673239,673239,673 5,703,6275,703,6275,703,6275,703,627

((((注注注注)))) 療養諸費額療養諸費額療養諸費額療養諸費額はははは審査支払手数料審査支払手数料審査支払手数料審査支払手数料をををを控除控除控除控除したしたしたした額額額額。。。。

19191919
円円円円 ％％％％ 人人人人 件件件件

年度年度年度年度
療養諸費額療養諸費額療養諸費額療養諸費額

ＡＡＡＡ
前年度比前年度比前年度比前年度比

年間平均年間平均年間平均年間平均
被保険者数被保険者数被保険者数被保険者数

ＢＢＢＢ

療養諸費療養諸費療養諸費療養諸費
件数件数件数件数
ＣＣＣＣ

一人当一人当一人当一人当たりたりたりたり
のののの療養諸費療養諸費療養諸費療養諸費

ＡＡＡＡ

719,128719,128719,128719,128

円円円円

年間受診率年間受診率年間受診率年間受診率
ＣＣＣＣ

％％％％

2,3802,3802,3802,380

    

高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費のののの状況状況状況状況はははは次表次表次表次表のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    

高額療養諸費高額療養諸費高額療養諸費高額療養諸費のののの状況状況状況状況    

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

20202020 6,165,346,1296,165,346,1296,165,346,1296,165,346,129 239,673239,673239,673239,673 302,918302,918302,918302,918

19191919
円円円円 ％％％％ 人人人人 件件件件

年度年度年度年度
高額療養諸費額高額療養諸費額高額療養諸費額高額療養諸費額

ＡＡＡＡ
前年度比前年度比前年度比前年度比

年間平均年間平均年間平均年間平均
被保険者数被保険者数被保険者数被保険者数

ＢＢＢＢ

高額療養高額療養高額療養高額療養
諸費件数諸費件数諸費件数諸費件数

ＣＣＣＣ

一人当一人当一人当一人当たりのたりのたりのたりの
高額療養諸費高額療養諸費高額療養諸費高額療養諸費

ＡＡＡＡ

25,72425,72425,72425,724

円円円円

年間受診率年間受診率年間受診率年間受診率
ＣＣＣＣ

％％％％

126126126126
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４４４４    財産財産財産財産にににに関関関関するするするする調書調書調書調書    

    

        平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける財産財産財産財産のののの取得及取得及取得及取得及びびびび処分処分処分処分のののの異動状況異動状況異動状況異動状況はははは、、、、次次次次のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    

    ⑴⑴⑴⑴    公有財産公有財産公有財産公有財産    

            本年度末本年度末本年度末本年度末におけるにおけるにおけるにおける公有財産公有財産公有財産公有財産はなくはなくはなくはなく、、、、本年度中本年度中本年度中本年度中のののの異動異動異動異動はないはないはないはない。。。。    

    

    ⑵⑵⑵⑵    物物物物品品品品    

            本年度末本年度末本年度末本年度末におけるにおけるにおけるにおける取得金額取得金額取得金額取得金額 100100100100万円以上万円以上万円以上万円以上のののの物品物品物品物品はははは１１１１点点点点でででで、、、、本年度中本年度中本年度中本年度中のののの異動異動異動異動はないはないはないはない。。。。    

    

⑶⑶⑶⑶    債権債権債権債権    

            本年度末本年度末本年度末本年度末におけるにおけるにおけるにおける債権債権債権債権ははははなくなくなくなく、、、、本年度中本年度中本年度中本年度中のののの異動異動異動異動はないはないはないはない。。。。    

    

⑷⑷⑷⑷    基金基金基金基金    

            本年度末本年度末本年度末本年度末におけるにおけるにおけるにおける基金基金基金基金はははは２２２２基金基金基金基金 17171717億億億億 3,6023,6023,6023,602万万万万 1,8151,8151,8151,815円円円円でででで、、、、前年度末前年度末前年度末前年度末よりよりよりより 9999億億億億 3,3583,3583,3583,358

万万万万 8,8598,8598,8598,859円円円円増加増加増加増加しているしているしているしている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、岡山県後期高齢者医療広域連合財政調整基金岡山県後期高齢者医療広域連合財政調整基金岡山県後期高齢者医療広域連合財政調整基金岡山県後期高齢者医療広域連合財政調整基金がががが 529529529529

万万万万 9,5739,5739,5739,573円円円円、、、、岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度制度制度制度臨時特例基金臨時特例基金臨時特例基金臨時特例基金がががが 9999億億億億

2,8282,8282,8282,828万万万万 9,2869,2869,2869,286円増加円増加円増加円増加したためであるしたためであるしたためであるしたためである。。。。    
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５５５５    むむむむ    すすすす    びびびび    

    

        平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの決算審査決算審査決算審査決算審査のののの概要概要概要概要はははは以上以上以上以上のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    本年度本年度本年度本年度のののの決算規模決算規模決算規模決算規模はははは一般会計一般会計一般会計一般会計、、、、特別会計特別会計特別会計特別会計をををを合合合合わせたわせたわせたわせた総額総額総額総額でででで、、、、歳入歳入歳入歳入 1,8671,8671,8671,867億億億億 1,5381,5381,5381,538万万万万 1,5631,5631,5631,563

円円円円、、、、歳出歳出歳出歳出 1,8661,8661,8661,866億億億億 3,1983,1983,1983,198万万万万 663663663663円円円円となりとなりとなりとなり、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ歳入歳入歳入歳入ではではではでは 1,8541,8541,8541,854億億億億 7,3567,3567,3567,356万万万万 3,7433,7433,7433,743

円円円円、、、、歳出歳出歳出歳出ではではではでは、、、、1,8531,8531,8531,853億億億億 9,9429,9429,9429,942 万万万万 4,0514,0514,0514,051 円円円円それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ増加増加増加増加しているしているしているしている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、本年度本年度本年度本年度からからからから後後後後

期高齢者医療制度期高齢者医療制度期高齢者医療制度期高齢者医療制度がががが施行施行施行施行されたことにされたことにされたことにされたことに伴伴伴伴うううう事業費事業費事業費事業費によるものがほとんどであるによるものがほとんどであるによるものがほとんどであるによるものがほとんどである。。。。    

    これをこれをこれをこれを決算収支決算収支決算収支決算収支でみるとでみるとでみるとでみると形式収支形式収支形式収支形式収支（（（（歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額歳入歳出差引額）、）、）、）、実質収支実質収支実質収支実質収支ともにともにともにともに、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計でででではははは        

309309309309万万万万 1,8881,8881,8881,888円円円円のののの黒字黒字黒字黒字、、、、特別会計特別会計特別会計特別会計でででではははは 8,0308,0308,0308,030万万万万 9,0129,0129,0129,012円円円円のののの黒字黒字黒字黒字となっているとなっているとなっているとなっている。。。。またまたまたまた、、、、前年前年前年前年

度実質収支度実質収支度実質収支度実質収支をををを控除控除控除控除したしたしたした単年度収支単年度収支単年度収支単年度収支においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計でででではははは 616616616616万万万万 9,3209,3209,3209,320円円円円のののの赤字赤字赤字赤字、、、、特特特特別別別別

会計会計会計会計でででではははは 8,8,8,8,030030030030万万万万 9,0129,0129,0129,012円円円円のののの黒字黒字黒字黒字となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    歳入歳入歳入歳入についてはについてはについてはについては、、、、予算現額予算現額予算現額予算現額にににに対対対対するするするする歳入決算額歳入決算額歳入決算額歳入決算額のののの割合割合割合割合はははは、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計でででではははは 100.00100.00100.00100.00％、％、％、％、特別特別特別特別

会計会計会計会計でででではははは 99.6399.6399.6399.63％％％％でありでありでありであり、、、、またまたまたまた、、、、調定額調定額調定額調定額にににに対対対対するするするする割合割合割合割合はははは一般会計一般会計一般会計一般会計でででではははは 100.00100.00100.00100.00％、％、％、％、特別会計特別会計特別会計特別会計

でででではははは 99.8199.8199.8199.81％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    歳入歳入歳入歳入のうちのうちのうちのうち、、、、特別会計特別会計特別会計特別会計においてにおいてにおいてにおいて 3333億億億億 4,8154,8154,8154,815万万万万 1,4871,4871,4871,487円円円円、、、、調定額調定額調定額調定額にににに対対対対しししし、、、、0.190.190.190.19％％％％のののの収入未収入未収入未収入未

済額済額済額済額をををを生生生生じているじているじているじている。。。。このこのこのこの主主主主なものはなものはなものはなものは保険料収入保険料収入保険料収入保険料収入によるものであるによるものであるによるものであるによるものである。。。。保険料保険料保険料保険料のののの徴収業務徴収業務徴収業務徴収業務はははは市市市市

町村町村町村町村によってによってによってによって行行行行なわれているがなわれているがなわれているがなわれているが、、、、各各各各市町村市町村市町村市町村のののの収納率収納率収納率収納率はははは 98.6998.6998.6998.69％～％～％～％～100.00100.00100.00100.00％％％％でありでありでありであり、、、、市町村市町村市町村市町村

によってによってによってによって開開開開きがあるきがあるきがあるきがある。。。。    

今後今後今後今後、、、、収入未済額収入未済額収入未済額収入未済額がががが累積累積累積累積することのないようすることのないようすることのないようすることのないよう、、、、財源財源財源財源のののの安定確保安定確保安定確保安定確保とととと被保被保被保被保険者負担険者負担険者負担険者負担のののの公平公平公平公平のののの

ためにもためにもためにもためにも収入未済額収入未済額収入未済額収入未済額のののの解消解消解消解消はははは重要重要重要重要なななな課題課題課題課題でありでありでありであり、、、、収納対策収納対策収納対策収納対策についてはについてはについてはについては市町村市町村市町村市町村とととと十分十分十分十分なななな連携連携連携連携

をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、効果的効果的効果的効果的かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的なななな取組取組取組取組をををを積極的積極的積極的積極的にににに講講講講じるなどじるなどじるなどじるなど、、、、収納率収納率収納率収納率のののの向上向上向上向上にににに今後今後今後今後ともともともとも

一層努力一層努力一層努力一層努力されるようされるようされるようされるよう要望要望要望要望するするするする。。。。    

またまたまたまた、、、、還付未済額還付未済額還付未済額還付未済額のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについてはいについてはいについてはいについては先先先先にににに指摘指摘指摘指摘したとおりしたとおりしたとおりしたとおり検討検討検討検討・・・・改善改善改善改善をををを要要要要するするするする事項事項事項事項がががが

認認認認められためられためられためられた。。。。    

    歳出歳出歳出歳出についてはについてはについてはについては、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ一般会計一般会計一般会計一般会計 10101010 億億億億 4,8404,8404,8404,840 万万万万 8,7648,7648,7648,764 円円円円のののの減減減減、、、、特別会計特別会計特別会計特別会計はははは本年本年本年本年

度設置度設置度設置度設置でででで皆増皆増皆増皆増となっているとなっているとなっているとなっている。。。。一般会計一般会計一般会計一般会計のののの減減減減はははは特別会特別会特別会特別会計計計計へのへのへのへの移行移行移行移行によるものであるによるものであるによるものであるによるものである。。。。予算現予算現予算現予算現

額額額額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは一般会計一般会計一般会計一般会計でででではははは 98.3598.3598.3598.35％、％、％、％、特別会計特別会計特別会計特別会計でででではははは 99.5999.5999.5999.59％％％％であるであるであるである。。。。    

    一般会計一般会計一般会計一般会計においてはそのほとんどがにおいてはそのほとんどがにおいてはそのほとんどがにおいてはそのほとんどが、、、、管理的経費及管理的経費及管理的経費及管理的経費及びびびび派遣職員派遣職員派遣職員派遣職員のののの人件費負担金人件費負担金人件費負担金人件費負担金となってとなってとなってとなって

いるいるいるいる。。。。    

    特別会計特別会計特別会計特別会計においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、そのほとんどがそのほとんどがそのほとんどがそのほとんどが給付給付給付給付にににに係係係係るものではあるがるものではあるがるものではあるがるものではあるが、、、、委委委委託託託託にににに関関関関するするするする経費経費経費経費にににに

ついてついてついてついて、、、、契約契約契約契約にににに基基基基づきづきづきづき業務委託業務委託業務委託業務委託しししし処理処理処理処理をををを行行行行っているっているっているっているがががが、、、、そのそのそのその契約条項契約条項契約条項契約条項どおりどおりどおりどおり処理処理処理処理されていされていされていされてい

るかどうかるかどうかるかどうかるかどうか十分十分十分十分なななな検査検査検査検査をををを行行行行いいいい、、、、結果結果結果結果によってはによってはによってはによっては変更契約変更契約変更契約変更契約をををを行行行行うううう等等等等、、、、適切適切適切適切なななな執行執行執行執行をををを要望要望要望要望するするするする。。。。    

    特特特特にににに、、、、電算関係電算関係電算関係電算関係、、、、医療費適正化業務医療費適正化業務医療費適正化業務医療費適正化業務にみられるにみられるにみられるにみられる随意契約随意契約随意契約随意契約のののの方法方法方法方法によるによるによるによる契約契約契約契約のののの締結締結締結締結にににに当当当当たたたた

ってはってはってはっては、、、、契約時契約時契約時契約時においてにおいてにおいてにおいて、、、、法法法法令令令令にににに基基基基づきづきづきづき適正適正適正適正にににに行行行行なうことはもとよりなうことはもとよりなうことはもとよりなうことはもとより、、、、積算根拠積算根拠積算根拠積算根拠をををを明確明確明確明確にににに

しししし、、、、公正公正公正公正かつかつかつかつ有利有利有利有利なものとなるようなものとなるようなものとなるようなものとなるよう要望要望要望要望するするするする。。。。    

    またまたまたまた、、、、不用額不用額不用額不用額がががが多額多額多額多額となっているのでとなっているのでとなっているのでとなっているので、、、、そのそのそのその要因要因要因要因をををを検証検証検証検証しししし、、、、効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的なななな執行執行執行執行にににに

よりよりよりより生生生生じたものであればじたものであればじたものであればじたものであれば、、、、翌年度翌年度翌年度翌年度のののの予算配分予算配分予算配分予算配分にににに反映反映反映反映させるさせるさせるさせる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを確立確立確立確立されたいされたいされたいされたい。。。。    
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平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度がががが制度施行初年度制度施行初年度制度施行初年度制度施行初年度となるとなるとなるとなる後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のののの財政運営財政運営財政運営財政運営はははは、、、、法法法法にににに基基基基づきづきづきづき２２２２

年年年年でででで収支収支収支収支のののの均衡均衡均衡均衡をををを保保保保つようつようつようつよう運営運営運営運営されておりされておりされておりされており、、、、保険料率保険料率保険料率保険料率はははは２２２２年間年間年間年間のののの平均平均平均平均でででで設定設定設定設定されているされているされているされている。。。。

このためこのためこのためこのため、、、、初年度初年度初年度初年度はははは黒字黒字黒字黒字となりとなりとなりとなり、、、、そのそのそのその総額総額総額総額はははは約約約約 47474747 億円億円億円億円となったとなったとなったとなった。。。。うちうちうちうち保険料保険料保険料保険料のののの繰越額繰越額繰越額繰越額はははは

約約約約 23232323 億円億円億円億円となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、これらはこれらはこれらはこれらは平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のためにのためにのためにのために後期高齢者医療給付費準備基金後期高齢者医療給付費準備基金後期高齢者医療給付費準備基金後期高齢者医療給付費準備基金

へへへへ積積積積みみみみ立立立立てられているてられているてられているてられている。。。。 

今後今後今後今後、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化によるによるによるによる被保険者被保険者被保険者被保険者のののの増加増加増加増加にににに伴伴伴伴いいいい、、、、医療費医療費医療費医療費のののの増大増大増大増大がががが予見予見予見予見されるがされるがされるがされるが、、、、医療費医療費医療費医療費のののの適適適適

正化正化正化正化やややや、、、、収納収納収納収納対策対策対策対策をさらにをさらにをさらにをさらに推進推進推進推進しししし、、、、保険料保険料保険料保険料へへへへ安易安易安易安易にににに上乗上乗上乗上乗せすることのないようせすることのないようせすることのないようせすることのないよう、、、、またまたまたまた、、、、事事事事

務費務費務費務費についてについてについてについてはははは市町村市町村市町村市町村からのからのからのからの負担金負担金負担金負担金であることをであることをであることをであることを十分十分十分十分にににに認識認識認識認識しししし、、、、行政効果行政効果行政効果行政効果のののの向上向上向上向上をををを図図図図りりりり、、、、

健全健全健全健全なななな財政財政財政財政のののの運営運営運営運営にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療をををを受受受受けられるけられるけられるけられる体制整備体制整備体制整備体制整備にににに鋭鋭鋭鋭

意努意努意努意努められたいめられたいめられたいめられたい。。。。    
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