
議　第　59　号

平　成　25　年　度　　池　田　町　国　民　健　康　保　険　特　別　会　計　補　正　予　算　（第1号）

平成25年度　池田町国民健康保険特別会計補正予算し（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条′　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ　　　　　　　72，351千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　2，392，351千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表　歳入歳出予算

補正」による。

平　成　25　年　9　月　6　日　提　出

－1－

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫



【第1表】 －　2　－

第1表　歳入歳出予算補正

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

4国　　庫　　支　　出　　金 � �442，035 �593 �442，628 

2国　　庫　　補　　助　　金 �88，09、2 �593 �88，685 

6前　期　高　齢　者　交　付　金 � �686，834 �△630 �686，204 

．1前　期　高　齢　者　交　付■金 �686，834 �△630 �■　686，204 

12線▲　　　　　　越　　　　　　金 � �6，784 �72，388 �79，172 

1繰　　　　　　越　　　　　　金 �6，784 �72，388 �79，172 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��2，32．0，000 �72，351 �2，392，351 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

1総　　　　　革　　　　　費 � �18，902 �594 �19，496 

1総　　務　　管　　理　　費 �18，902 �594 �19，496 

4介　　護　　納　　付　　金 � �128，267 �△561 �127，706 

1介　　護　　納　　付　　金 �128，267 �△561 �127，706 

′6後　期　高　齢　者　支　援　金　等 � �326，1■91 �△1，251 �324，940 

1後　期　高　齢　者　支　援　金　等 �326，191 �△1，251 �324，940 

7前　期　高　齢　者　納　付　金　等 � �205 �129 �334 

1前　期　高　齢　者　納　付　金　等 �205 �129 �334 

10諸　　　　支　　　　出　　　　金 � �2，152 �27，714 �29，866 

1償還金及　び還付加算金 �2，152 �27，714 �29，866 

11予　　　　　　備　　　　　　費 � �31，939 �45，726 �77，㌔665 

1予　　　　　　備　　　　　′　費 �31，939 �45，726 �77，665 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��2，320，000 �72，、351 �2，392，351 

【第1表】 －　3　－



【総　括】

1　総括

平成25年度池田町国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �補　正　前　の　額 �補　　　正　　　額 �計 

4国　　　　庫　　　　支　　　　　出　　　　金 �442，035 �593 �442，628 

6前　　期　　高　　齢　　者　　交　　付　　金 �686，834 �△630 �686，204 

12繰　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　金 �6，784 �72，388 �79，172 

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 �2，320，000 �72，351 �2，392，351 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

衰 �補正前の額 �補　正　額 �計 �本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳 特　　定　　財　　源 ����一般財源 

国支出金 �県支出金 �地　方　債 �そ　の　他 

1総　　　　務　　　　費 �18，902 �594 �19，496 �593 � � � �1 

4介　護　納　付　金 �128，267 �△561 �127，706 � � � � �△561 

6後期高齢者支援金等 �■　326，191 �△1，251 �324，940 � � � � �△1，251 

7前期高齢者納付金等 �205 �129 �334 � � � � �129 

10諸　　支　　出　　金 �2，152 �27，714 �29，866 � � � � �27，714 

11予　　　　備　　　　費 �31，939 �45，726 �77，665 � � � � �45，726 

歳・　出　　合　　計 �2，320，000 �72，351 �2，392，351 �593 � � � �71，758 

【総　括】 」5　－



【国庫支出金】【前期高齢者交付金】【繰越金】

2　歳入

（款）4国庫支出金

ー　6　－

（項）2国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補正額 �計 �飾 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1財政調整交付金 �88IO91 �593 �88，684 �1調整交付金 �593 �その他特別調整交付金 

計 �88，092 �593 �88，685 � � � 

（款）6前期高齢者交付金
（項）1前期高齢者交付金

目 �補正前の額． �補正額 �計 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1前期高齢者交付金 �686，834 �△630 �686，204 �1前期高齢者交付金 �△630 �前期高齢者交付金 

計 �686，834 �△630 �686，204 � � � 

（款）12繰越金
（項）1繰越金

目 �補正前の額 �補正額 �計 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1前年度繰越金 �6，784 �72，388 �′　79，172 �1前年度繰越金 �72，388 �前年度繰越金 

一　計 �6ト784 �72，388 �79，172 � � � 

．合　計 �2，320，000 �72，351 �2，392，351 � � � 



3　歳出
（款）1総務費

（項）1・総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位・千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1一般管理費 �18，902 �594 �19，496 � � �予算現額・国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

3，304　　　　　　　　　　　　　　　■15，598 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

593　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 

13　委託料 �594 �一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　594 

電算委託料　　　　　　　　　　　　　　594 

計 �18，902 �594 �19，496 � � � 

（款）4　介護納付金
（項）1介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位・千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��醜　　　　明 
区　分　＿ �金　額 

1介護納付金 �128，267 �△561 �127，706 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　－　その他　　一般財源 

41，045　　　　　　　　　　　　　　　　1　　87，221 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△561 

19　負担金補助 �△561 �介護納付金＿　　　　　　　　　　　　　△561 

及び交付金 ��介護納付金　　　　　　　　　　　　　△561 

計 �128，267 �△561 �127，706 � � � 

【総務費】【介護納付金】 －　7　－



【後期高齢者支援金等】【前期高齢者納付金等】

（款）6　後期高齢者支援金等

－　8　－

（項）1‾後期高齢者支援金等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1後期高齢者 �326，191 �△1，251 �324，940 � � �・、予算塊額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

支援金 ������326，191 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，251 

19　負担金補助 �△1，251 �後期高齢者支援金　　　　　　　　　△1，251 
■及び交付金 ��後期高齢者支援金　　　　　　　　△1，251 

計 �326，191 �△1，251 �324，940 � � � 

（款）7　前期高齢者納付金等
（項）1前 �閲高齢者納付金等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �■節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1前期高齢者 �205 �129 �334 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

納付金 ������205 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

129 

19　負担金補助 �129 �前期高齢者納付金　　　　　　　　　　　　129 

及び交付金 ��前期高齢者納付金■　　　　　　　　　　129 

計 �205 �129 �334 � � � 



（款）10　諸支出金

（項）1償還金及び還付加算金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計　＼ �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

3　償還金 �2 �27，714 �27，716 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

2 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

27，714 

23　償還金利子 �27，714 �償還金　　　　　　　　　　　　　　27，714 

及び割引料 ��過年度国庫支出金還付金　　　　　　27，293　退職者療養給付交付金還付金　　　　　421 

計 �2，152 �27，714 �29，866 � � � 

（款）11予備費
（項）1予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1予備費 �31，939 �45，726 �77，665 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

31，939 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

45，726 

45，726 �予備費　　　　　　　　　　　　　　45，726 

予備費　　　　　　　　　　　　　45，726 

計 �31，939 �45，726 �77，665 � � � 

【諸支出金】【予備費】 －　9　－


