
平成25年度 (年間)

基金の執行状況等について

国保高齢者医療制度円滑導入基金基金名称

滋賀県国民健康保険団体連合会基金設置法人名

1,965百 万円

の

11 円

A
基金造成のための

国からの交付額
(運用収入を含む。)

(1百万円 )

平

B 執行 (支 出)済み額 1,596百 万円

369百万円C
平成25年度終了時

におけるAの金額の残高

翌年度以降の執行
見込みについて

平成31年 3月 診療分まで、医療機関等への医療費等の支払を行う予定。
E

(26年 度執行見込額 ) 1,463百万円

F てヽ

平成25年度
運用金額

平成25年度
運用収入

科 目 当該運用方法の内容

1,965百 万円 656,656円預貯金 国保中央会にて管理運用

短期・長期信託

0百万円 0円

国債

政保債・地方債

有価証券

その他社債等

執行済み額 (B)の

平成25年度上半期合計
790百万円

執行済み額 (B)の

平成25年度下半期合計
806百万円



平成25年度 (年間)

D執行済み額 (C)の 内訳 単位 :円

支出額 支出相手先支出月 科 目 支出目的

117,900 臨時職員1人4月 人件費 職員に係る賃金及び諸手当

16.864 大津年金事務所4月 保険料 健康保険料事業主負担

4月 保険料 保険料 4,529 保険会社

4月 消耗品費 OA消耗品・事務用品 56,836 業者

4月 通信運搬費 後納郵便料 60,000 郵送業者

業者4月 使用料 コピーカウンター料 63,000

597,094 国保保険者4月
指定公責負担医療賢

支出
国保保険者に対する療養費の

支払い

119,102,464 医療機関等4月
指定公賢負担医療買

支出
保険医療機関等に対する医療

費の支払い

50,060 国保中央会4月 委託費
国保中央会への当該基金管理

運用費

1,107,678 国保中央会4月 委託費
全国決済に係る国保中央会負

担金

117,900 臨時職員1人5月 人件費 職員に係る賃金及び諸手当

16,864 大津年金事務所5月 保険料 健康保険料事業主負担

70,000 郵送業者5月 通信運搬費 後納郵便料

63,000 業者5月 使用料 コピーカウンター料

639,965 国保保険者5月
指定公費負担医療費

支出
国保保険者に対する療養費の

支払い

128,157,334 医療機関等5月
指定公費負担医療費

支出
保険医療機関等に対する医療

費の支払い

53,476 国保中央会5月 委託費
国保中央会への当該基金管理

運用費

1,417,828 国保中央会5月 委託費
全国決済に係る国保中央会負

担金

職員に係る賃金及び諸手当 117,900 臨時職員1人6月 人件費

期末手当 72,200 臨時職員1人6月 人件費

健康保険料事業主負担 16,864 大津年金事務所6月 保険料

事務服代 13,965 業者6月 消耗品費

コピーカウンター料 63,000 業者6月 使用料

国保保険者に対する療養費の
支払い

657,625 国保保険者6月
指定公費負担医療費

支出

保険医療機関等に対する医療
費の支払い

132,167,115 医療機関等6月
指定公費負担医療費

支出

53,587 国保中央会6月 委託費
国保中央会への当該基金管理

運用費

888,318 国保中央会6月 委託費
全国決済に係る国保中央会負
・   担金



平成25年度 (年間)

の 単位 :円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科 目

職員に係る賃金及び諸手当 117,900 臨時職員 人ヽ7月 人件費

27,154 大津年金事務所7月 保険料 l建康保険料事業主負担

-21,511 滋賀労働局7月 保険料 労働保険料

63,000 業者7月 使用料 コピーカウンター料

613,742 国保保険者7月
指定公費負担医療費

支出
国保保険者に対する療養費の

支払い

128,700,121 医療機関等7月
指定公費負担医療費

支出
保険医療機関等に対する医療

費の支払い

53,614 国保中央会7月 委託費
国保中央会への当該基金管理

運用費

全国決済に係る国保中央会負
担金

1,137,407 国保中央会7月 委託費

職員に係る賃金及び諸手当 117,900 臨時職員1人8月 人件費

健康保険料事業主負担 16,864 大津年金事務所8月 保険料

後納郵便料 60,000 郵送業者8月 通信運搬費

コピーカウンター料 63,000 業者8月 使用料

国保保険者に対する療養費の
支払い

688,447 国保保険者8月
指定公費負担医療費

支出   ′

保険医療機関等に対する医療
費の支払い

125,995,189 医療機関等8月
指定公費負担医療費

支出

国保中央会への当該基金管理
運用費

52,837 国保中央会8月 委託費

全国決済に係る国保中央会負
担金

1,286,620 国保中央会8月 委託費

繰出金 7,000,000 一般会計へ繰出し8月 他会計繰出金

人件費 職員に係る賃金及び諸手当 117,900 臨時職員1人9月

保険料 健康保険料事業主負担 16.864 大津年金事務所9月

9月 消耗品費 事務用品 56,607 業者

9月 通信運搬費 後納郵便料 60,000 郵送業者

9月 使用料 コピーカウンター料 63,000 業者

9月
指定公費負担医療責

支出
国保保険者に対する療養費の

支払い
755,670 国保保険者

9月
指定公費負担医療貴

支出
保険医療機関等に対する医療

費の支払い
135,722,720 医療機関等

委託費
国保中央会への当該基金管理

運用費
55,575 国保中央会9月

全国決済に係る国保中央会負
担金

1,367,576 国保中央会9月 委託費



平成25年度 (年間)

C)の 内D 単位 :円

支出月 科 目 支出目的 支出額 支出相手先

10月 人件費 職員に係る賃金及び諸手当 117,900 臨時職員1人

10月 保険料 健康保険料事業主負担 17,073 大津年金事務所

10月 保険料 労働保険料 13,364 滋賀労働局

10月 通信運搬費 後納郵便料 60,000 郵送業者

10月 使用料 コピーカウンター料 63,000 業者

10月
指定公費負担医療費

支出
国保保険者に対する療養費の

支払い
596,897 国保保険者

10月
指定公費負担医療費

支出
保険医療機関等に対する医療

費の支払い
127,217,146 医療機関等

10月 委託費
国県中央会への当該基金管理

運用費
53,049 国保中央会

10月 委託費
全国決済に係る国保中央会負

担金
861,596 国保中央会

11月 人件費 職員に係る賃金及び諸手当 117,900 臨時職員1人

11月 保険料 健康保険料事業主負担 17,073 大津年金事務所

11月 通信運搬費 後納郵便料 60,000 郵送業者

11月 使用料 コピーカウンター料 63,000 業者

11月
指定公費負担医療費

支出
国保保険者に対する療養費の

支払い
640,865 国保保険者

11月
指定公費負担医療費

支出
保険医療機関等に対する医療

費の支払い
125,711,232 医療機関等

11月 委託費
国保中央会への当該基金管理

運用費
53,352 国保中央会

11月 委託費
全国決済に係る国保中央会負

担金
1,293,040 国保中央会

12月 人件費 職員に係る賃金及び諸手当 235,800 臨時職員1人 (2ヵ 月分)

12月 人件費 期末手当 81,000 臨時職員1人

12月 保険料 健康保険料事業主負担 17,073 大津年金事務所

12月 消耗品費 コピー用紙 10,000 業者

12月 通信運搬費 後納郵便料 60,000 郵送業者

12月 使用料 コピーカウンター料 63,000 業者

12月
指定公費負担医療費

支出
国保保険者に対する療養費の

支払い
703,263 国保保険者

12月
指定公費負担医療費

支出
保険医療機関等に対する医療

費の支払い
138,426,439 医療機関等

12月 委託費
国保中央会への当該基金管理

運用費
56,471 国保中央会

12月 委託費
全国決済に係る国保中央会負

担金
1,336.523 国保中央会



平成25年度 (年間)

(C)のD 単位 :円

支出月 科 目 支出目的 支出額 支出相手先

1月 保険料 健康保険料事業主負担 28,792 大津年金事務所

1月 保険料 労働保険料 13,364 滋賀労働局

1月 消耗品費 コピー用紙 2,000 業者

後納郵便料 60,000 郵送業者1月 通信運搬費

1月 使用料 コピーカウンター料 63,000 業者

1月
指定公費負担医療費

支出
国保保険者に対する療養費の

 ヽ 支払い
805,092 国保保険者

1月
指定公費負担医療費

支出
保険医療機関等に対する医療

費の支払い
133,903,902 医療機関等

1月 委託費
国保中央会への当該基金管理

運用費
55,879 国保中央会

1月 委託費
全国決済に係る国保中央会負

担金
1,176,086 国保中央会

2月 人件費 職員に係る賃金及び諸手当 117,900 臨時職員1人

2月 保険料 健康保険料事業主負担 17,073 大津年金事務所

2月 消耗品費 OA消耗品・事務用品 54,381 業者

2月 通信運搬費 後納郵便料 60,000 郵送業者

2月 使用料 コピーカウンター料 63,000 業者

2月
指定公費負担医療費

支出
国保保険者に対する療養費の

支払い
627.176 国保保険者

2月
指定公費負担医療費

支出
保険医療機関等に対する医療

費の支払い
137,737,960 医療機関等

2月 委託費
国保中央会への当該基金管理

運用費
57,434 国保中央会

2月 委託費
全国決済に係る国保中央会負

担金
1,362,292 国保中央会

3月 人件費 職員に係る賃金及び諸手当 117,900 臨時職員1人

3月 保険料 健康保険料事業主負担 17,073 大津年金事務所

3月 通信運搬費 後納郵便料 80,000 郵送業者

3月 使用料 コピーカウンター料 63,000 業者

3月
指定公費負担医療費

支出
国保保険者に対する療養責の

支払い
751069 国保保険者

3月
指定公費負担医療費

支出
保険医療機関等に対する医療

費の支払い
129,671,457 医療機関等

3月 委託費
国保中央会への当該基金管理

運用費
54,722 国保中央会

3月 委託費
全国決済に係る国保中央会負

担金
1,598i564 回保中央会


