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３　歳　　　出
１款  総務費   １項  総務管理費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 一般管理費 22,249 23,147 △898 22,249 2. 給料 6,514 一般職給　2名

 3. 職員手当等 5,693 時間外勤務手当　　　　　　　　　　　　 248

その他手当（一般職）　　　　　　　　 5,445

 4. 共済費 2,265 市町村職員共済組合負担金　　　　　　 2,245

地方公務員災害補償基金負担金　　　　　　20

 9. 旅費 32 普通旅費

 11.需用費 234 消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　 121

印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　 113

 12.役務費 6,465 通信運搬費

 13.委託料 195 電算業務等委託料

 14.使用料及び 851 事務機器使用料及び賃借料

賃借料

計 22,249 23,147 △898 22,249

１款  総務費   ２項  徴収費

1. 徴収費 8,824 8,727 97 8,824 9. 旅費 10 普通旅費

 11.需用費 35 消耗品費

 12.役務費 1,010 通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　 769

口座振替手数料　　　　　　　　　　　　　44

コンビニ収納取扱手数料　　　　　　　　 197

 13.委託料 3,920 電算業務等委託料

 14.使用料及び 3,849 後期高齢者医療保険料徴収システム借上料

賃借料

計 8,824 8,727 97 8,824

２款  後期高齢者医療広域連合納付金   １項  後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者 937,896 869,595 68,301 937,896 19.負担金、補助 937,896 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金

医療広域連 及び交付金 　保険料分　　　　　　　　　　　　 663,473

合納付金 　基盤安定負担金分　　　　　　　　 274,422
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２款  後期高齢者医療広域連合納付金   １項  後期高齢者医療広域連合納付金

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

　延滞金　　　　　　　　　　　　　　　　 1

計 937,896 869,595 68,301 937,896

３款  諸支出金   １項  償還金及び加算金

1. 保険料還付 5,000 3,000 2,000 5,000 23.償還金、利子 5,000 過年度還付金

金 及び割引料

2. 還付加算金 30 30 0 30 23.償還金、利子 30 還付加算金

及び割引料

計 5,030 3,030 2,000 5,030

３款  諸支出金   ２項  繰出金

1. 他会計繰出 1 1 0 1 28.繰出金 1 一般会計繰出金

金

計 1 1 0 1

４款  予備費   １項  予備費

1. 予備費 500 500 0 500

計 500 500 0 500

歳出合計 974,500 905,000 69,500 974,500
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一　般　職

（１）　総　　括 単位：千円

報　　酬 給　　料 職員手当 計

本年度

前年度

比　 較 △ 590 △ 78 △ 668 △ 123 △ 791

区　 分 扶養手当 住居手当 通勤手当
時間外勤務
手　   　　当

期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 退職手当 児童手当

本年度

前年度

比　 較 △ 324 △ 1 △ 72 △ 39 △ 154

区　 分
職 員 数

(人)

給　　　　　　　与　　　　　　　費

共 済 費

給　　与　　費　　明　　細　　書

職員手当の

内　　　　訳

合　　計 備　　　　　　　　考
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

備　　　考

　制度改正に伴う増減分

職 員 手 当 △ 78

　その他の増減分 △ 78

区　　　　　分 増　減  額　（千円） 増　減　事　由　別　内　訳  （千円） 説　　　　　　明

△ 590給　　　　　料

　昇給に伴う増加分

　号俸調整に伴う増加分

異動による増減員等

　異動による増減員等

　平成26年4月における回復措置

　その他の増減分 △ 629

　平均昇給率1.02％

　給与改定に伴う増減分
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　イ　初 　任　 給 単位：円

級
職員数
　　(人)

構成比
　　(％)平均給与月額　（円）

平成26年4月1日現在

１級

３級

（３）　給料及び職員手当の状況

　ア　職員１人当たりの給与 　ウ　級別職員数

区　　　　　　　　　　　　分 行　政　職

区　　　　分

行　 政 　職

平成26年4月1日現在

平均給料月額　（円）

平成25年4月1日現在

平均給料月額　（円） ２級

平均給与月額　（円）

平　均　年　齢　（歳）

平　均　年　齢　（歳） ４級

６級

５級

区　　　　分 行　政　職
国の制度 ７級

高　　　校　　　卒

平成25年4月1日現在

大　　　学　　　卒

１級

行　政　職 計

２級

５級

３級

４級

計

６級

７級
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（級別の標準的な職務内容）

区　　　分 １級 ５級 ６級 ７級

行　　政　　職 主事・技師 課長・副参事 次長・参事 部長

　エ　期末手当・勤勉手当

6月　（月分）

本 年 度

前 年 度

国の制度

区　　　分 20年勤続の者 備　　　考

　カ　その他の手当

区　　　分 国の制度との異同

２級 ３級 ４級

主事・技師 係長・主査 課長補佐・主幹

有

区　　　分
支 給 期 別 支 給 率 支給率計

（月分）

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

備　　　考
12月　（月分）

35年勤続の者 最高限度 その他の加算措置等

有

　定年前早期退職特例
　（2%～20%加算）

有

　オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

25年勤続の者

国の制度（月分）
　定年前早期退職特例
　（2%～20%加算）

平成26年7月1日以降の退
職者に係る支給率は、表中
の支給率の87/92である。

支給率等（月分）

差異の内容

扶養手当 同　　じ な　　し

住居手当 同　　じ な　　し

通勤手当 同　　じ な　　し
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