
議　第14　号

平　成　25　年　度　　池　田　町　国　民　健　康　保　険　特　別　会　計一補　正　予　算　（第　2　号）

平成25年度　池田町国民健康保険特別会計補正予算（第　2　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から、歳入歳出それぞれ　　　　　52，845　千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　2，339，506　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　26　年　3　月　3　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 � �442，628 �△26，526 �416，102 

1国　　　庫　　負　　　担　　金 �353，943 �△26，526 �327，417 

7県■　　　支　　　　出　　　　金 � �109，536 �1，115 �110，651 

1県　　　　負　　　　担　　　　金 �15，552 �△709 �14，843 

2県　　　　補・　　助　　　　金 �93，984 �1，824 �95，808 

9共　同　事　業　交　付　金 � �231，566 �△34，155 �197，411 

1共　同　事　業　交　付　金 �231，566 �△34，155 �197，411 

11繰　　　　　　入　　　　　　金 � �81，575 �6，582 �88，157 

1他　　会　　計　　繰　　入　　金 �81，574 �6，582 �88，156 

13諸　　　　　　　収　　　　　　　入 � �2，703 �139 �2，842 

3雑　　　　　　　　　　　　　　　入 �2，401 �139 �2，540 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��2，392，351 �△52，845 �・2，339，506 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項 �補　正　前　■の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

1総　　　　　　務　　　　　　費 � �19，496 �3，012 �22，508 

1総　　務　　管　　理　　費 �19，496 �3，012 �22，508 

2保　　　険　　　給　　付　　　費 � �1，560，625 �△12，126 �1，548，499 

1療　　　∴養　　　　諸　　　　費 �1，386，866 �△835 �1，386，031 

2高　　額　　療　　養　　費 �160，350 �△10，520 �149，830 

4出　　産　　育　　児　　諸　　費 �12，607 �△871 �11，736 

5葬　　　　祭　　　　諸　　　　費 �■　800 �100 �900 

4介　　護　　納　　付　　金 � �127，706 � �127，706 

1介　　護　　納　　付　　金 �127，706 � �127，706 

5共　同　事　業　拠　出　金 � �231，613 �△16，664 �214，㌔　949 

1共　同　事　業　拠　出　金 �231，613 �△16，664 �214，949 

8保　　健　　事　　　業　　　費 � �20，048 �△1，991 �18，057 

1保　　健　　事　　業　　費 �4，019 �371 �4，390 

2特　定健康診　査　等　事　業　費 �16，029 �△2，362 �13，667 

10諸　　　　支　　　　出　　　　金 � �29，866 �36 �29，902 

1償　還　金及　び還付加　算　金 �29，866 �36 �29，902 

11予　　　　　　備　　　　　　　費 � �77，665 �△25，112 �512，553 

1予　　　　　　備　　　　　　費 �77，665 �△25，112 �52，553－ 

歳　　　　　出■　　　　合　　　　　計 ��2，392，351 �△52，845 �2，339，506 

【第1表】 ー　3　－



【総　括】

1　総括

－　4　－

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 �442，628 �△26，526 �416，102 

7県　　　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　　金 �109，＿536 �1，115 �110，651 

9共　　　同　　　事　　　業　　　交　　　付　　　金 �231，566 �△3■4，■155 �197，411 

11繰　　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　　金 �81，575 �6，582 �88，157 

13諸　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　入 �2，703 �139 �2．，842 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �2，392，351 �△52，845 �2，339，506 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

革 �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 �19，496 �3，012 �22，508 � � � �139 �2，873 

2保　険　給　付　費 �1，560，625 �△12，126 �1，548，499 �△25，599 �1，824 � �△25，832 �37，481 

4介　護　納　付　金 �127，706 � �127，706 �△218 � � � �218 

5共　同　事　業　拠　出　金 �231，613 �△16，664 �214，949 �△846 �△846 � � �△14，972 

8保　健　事　業　費 �20，048 �△1，991 �18，057 �137 �137 � � �△2，265 

10諸　　支　　出　　金 �29，866 �36 �29，902 � � � � �36 

11予　　　　備　　　　費 �77，665 �△25，112 �52，553 � � � � �△25，112 

歳　　出　　合　　計 �2，392，351 �△52，845 �2，339，506 �△26，526 �1，115 � �△25，693 �△1，741 

【総　括】 －　5　－



【国庫支出金】【県支出金】

2　歳入

（款）4国庫支出金

－　6　－

（項）1国庫負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1療養給付費等負担金 �297，345 �△25，599 �271，746 �1現年度分 �△25，599 �療養給付費分 

2介護納付金等負担金 �41，046 �△218 �‾40，828 �1現年度分 �△218 �介護納付金分 

3高額医療費共同事業負担 金 �11，960 �△846 �11，114 �1高額医療費共同事業負 担金 �△846 �高額医療費共同事業負担金 

4特定健康診査等負担金 �3，592 �137 �3，729 �1特定健康診査等負担金 �137 �特定健康診査等負担金 

計 �353，943 �△26，526 �327，417 � � � 

（款）7県支出金
（項）1県負担金

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

1高額医療費共同事業負担 金 �11，960 �△846 �11，114 �1高額医療費共同事業負 担金 �△846 �高額医療費共同事業負担金 

2特定健康診査等負担金 �3，592 �137 �3，729 �1特定健康診査等負担金 �137 �特定健康診査等負担金 

計 �15，552 �△709 �14，843 � � � 

（款）7県支出金
（項）2県補助金

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

1国民健康保険事業費補助 金 �93，984 �1，824 �95，808 �1財政健全化特別対策費 ■補助金 �1，824 �財政健全化特別対策費補助金 

計 �93，984 �1，824 �95，808 � � � 



（款）9共同事業交付金
（項）1共同事業交付金

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

1高額医療費共同事業交付 金 �47，843 �△13，412 �34，431 �1高額医療費共同事業交 付金 �‾△1も412 �高額医療費共同事業交付金 

2保険財政共同安定化事業 交付金‾ �183，723 �△20，743 �162，980 �1保険財政共同安定化事 業交付金 �△20，743 �保険財政共同安定化事業交付金 

計 �231，566 �△34，155 �197，411 � � � 

（款）11繰入金

（項）1他会計繰入金

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

1一般会計繰入金 �81，574 �6，582 �88，156 �1－般会計繰入金 �6，582 �保険基盤安定繰入金　　6，740 出産育児一時金繰入金　　△580 財政安定化支援事業繰入金　　422 

計 �81，574 �6，582 �88，156 � � � 

（款）13諸収入

（項）3雑入

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

5雑入 �1 �139 �140 �1雑入 �139 �高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 

計 �2，401 �139 �2，540 � � � 

合　計 �2，392，351 �△52，845 �2，339，506 � � � 

【共同事業交付金】【繰入金】【諸収入】 －　7　－



【総務費】【保険給付費】

3　歳出
（款）1総務費

－　8　－

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

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

1一般管理費 �19，496 �3，012 �22，508 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

593　　　　3，304　　　　　　　　　　　　　　　　15，599 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

139　　　　　2，873 

2　給料 �678 �一般管理費　　　　　　　　　　　　　　3，012 

3　職員手当 �1，168 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　　678　職員手当　　　　　　　　　　　　　1，168 

4　共済費 �205 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　　205　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　339 

11需用費 �339 �郵便料　　　　　　　　　　　　　　　△491　第三者行為求償事務手数料　　　　　　154 

12　役務費 �△337 �国保事業実績報告書等作成ソフト年間保守委　　電算委託料　　　　　　　　　　　　　　△86 

13　季託料 �912 �託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　998 

18　備品購入費 �△52 �特定健康診査・特定保健指導パソコン購入費　　退職手当組合負担金　　　　　　　　　　　99 

19負担金補助 及び交付金 �99 �△52 

計 �19，496 �3，012 �22，508 � � � 

（款）2　保険給付費
（項）1療養諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補一　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1一般被保険 �1，224，000 �11，000 �1，235，000 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

者療養給付 ������385，437　　　　86，661　　　　　　　　　　　　　　　　751，902 

費 ������今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△25，599・　1，824、　　　　　　　　　　　　　　34，775 

19　負担金補助 �11，000 �一般被保険者療養給付費　　　　　　　11，000 

及び交付金 ��療養給付費　　　　　　　　　　　　11，000 



（款）2　保険給付費
（項）1療養諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位r：千円） 

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

2　退職被保険 �130，800 �△9，500 �121，300 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

者等療養給 ������130，800 

付費 ������今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△9，500 

19　負担金補助 �△9，500 �退職被保険者等療養給付費　　　　　　△9，500 

及び交付金 ��療養給付費　　　　　　　　　　　　△9，500 

3　一般被保険 �22，500 �△2，900 �19，600 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

者療養費‾ ������22，500 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△2，900 

19　負担金補助 �△2，900 �一般被保険者療養費　　　　　　　　　△2，900 

及び交付金 ��療養費　　　　　　　　　　　　　　△2，900 

4　退職被保険 �1，800 �440 �2，240 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

者等療養費 ������1，115　　　　　　685 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

440 

19　負担金補助 �440 �退職被保険者等療養費　　　　　　　　　　440 

及び交付金 ��療養費　　　　　　　　　　　　　　　　　440 

5　審査支払手 �7，766 �125 �7，891 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

数料 ������7，766 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

125 

12　役務費 �125 �審査支払手数料　　　　　　　　　　　　　125 

診療報酬請求明細書審査支払手数料　　125 

計 �1，386，866 �△835 �1，386，031 � � � 

【保険給付費】 －　9　－



【保険給付費】

（款）2　保険給付費

－10　－

（項）2　高額療養費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1一般被保険 �142，800 �△7，600 �135，200 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

者高額療養 ������47，843　　　　94，957 

費 ������今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△13，412　　　　5，812 

19　負担金補助 �△7，600 �一般被保険者高額療養費　　　　　　　△7，600 

及び交付金 ��高額療養費　　　　　　　　　　　　△7，600 

2　退職被保険 �17，400 1 �△2，920 �14，480 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

者等高額療 ������17，400 

養費 ������今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△2，920 

19　負担金補助 �△2，920 �退職被保険者等高額療養費　　　　　　△2，920 

及び交付金 ��高額療養費　　　　　　　　　　　　△2，920 

計 �160，350 �△10，520 �149，830 � � � 

（款）2　保険給付費
（項）4　出産育児諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1出産育児一 �12，607 �△871 �11，736 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

時金 ������1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12，606 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△871 

12　役務費 �△1 �出産育児一時金　　　　　　　　　　　　　△871 

19負担金補助 及び交付金 �△870 �出産育児一時金支払手数料　　　　　　　△1　出産育児一時金　＿　　　　　　　　　　△870 

計 �12，607 �△871 �11，736 � � � 



（款）2　保険給付費
（項）5　葬祭諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1葬祭費 �800 �100 �900 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

800 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　√一般財源 

100 

19　負担金補助 �100 �葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　100 

及び交付金 ��葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　100 

計 �800 �100 �900 � � � 

（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 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1介護納付金 �127，706 �0 �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　　　86，660 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△218　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　218 

介護納付金 

計 �127，706 �0 �127，706 � � � 

（款）5　共同事業拠出金
（項）1共同事業拠出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前わ額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1高額医療費 �47，843 �△3，388 �44，455 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

拠出金 ������11，960　　　11，960　　　　　　　　　　　　　　　　23，923 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△846　　　　　△846　　　　　　　　　　　　　　　　△1，696 

19　負担金補助 �△3，388 �高額医療費拠出金　　　　　　　　　　△3，388 

及び交付金 ��医療費拠出金　　　　　　　　　　　△3，388 

【保険給付費】【介護納付金】【共同事業拠出金】　　　　　　　　－11－



【共同事業拠出金】【保健事菓費】

（款）5　共同事業拠出金

－12　－

（項）1共同事業拠出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

3　保険財政共 �183，723 �△13，276 �170，447 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

同安定化事 ������183，723 

業拠出金 ������今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△13，276 

19　負担金補助 �△13，276 �保険財政共同安定化事業拠出金　　　△13，276 

及び交付金 ��保険財政共同安定化事業拠出金　　△13，276 

計 �231，613 �△16，664 �214，949 � � � 

（款）8　保健事業費
（項）1保健事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1保健衛生普 �4，019 �371 �4，390 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

及費 ������4，019 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

371 

13　委託料 �5 �健康づくり総合推進事業費　　　　　　　　371 

19負担金補助 及び交付金 �366 �電算委託料　　　　　　　　　　　　　　　5　人間ドック補助金　　　　　　　　　　　366 

計 �4，019 �371 �4，390 � � � 



（款）8　保健事業費
（項）2　特定健康診査等事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1特定健康診 �16，029 �△2，362 �13，667 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

査等事業費 ������3，592　　　　3，592　　　　　　　　　　　　　　　　　8，845 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

137　　　　　137　　　　　　　　　　　　　　　　△2，636 

7　貸金 �△191 �特定健康診査等事業費　　　　　　．△2，362 

11需用費 �35 �指導員貸金　　　　　　　　　　　　　△191　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　55 

13　委託料 �△2，206 �賄材料費　　　　　　　　　　　　　　　△20　電算委託料　　　　　　　　　　　　　　△20 

健診委託料　　　　　　　　　　　　△2，116　特定健康診査委託料　　　　　　　　　△70 

計 �16，029 �△2，362 �13，667 � � � 

（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　償遊金 �27，716 �36 �27，752 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

27，716 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

36 

23　償還金利子 �36 �償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36 

及び割引料 ��過年度国庫支出金還付金‾　　　　　　　　36 

計 �29，866 �36 �29，902 � � � 

【保健事業費】【諸支出金】 －13　－



【予備費】

（款）11予備費

ー14　－

（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 �77，665 �△25，112 �52，553 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

77，665 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△25，112 

△25，112 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　△25，112 

予備費　　　　　　　　　　　　　　△25，112 

計 �77，665 �△25，112 �52，5－53 � � � 


