
議　第19　号

平　成　26　年　度　　池　田　町　国　民　健　康　保　険　特　別　会　計　補　正　予　算（第　3　号）

平成26年度　池田町国民健康保険特別会計補正予算（第　3　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　　　　　52，794　千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　2，369，193　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　27　年　3　月　5　日　提　出

－1－

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫



【第1表】 ー　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 

1国　民　健　康　保　険　税 � �613，140 �△12，721 �600，419 

1国　民　健　康　保　険　税 �613，140 �△12，721 �600，419 

4国　　　庫　　支　　　出　　　金 � �447，063 �△5，667 �441，396 

1国　　　庫　　　負　　　担　　　金 �356，932 �△5，667 �351，265 

7県　　　　支　　　　出　　　　金 � �113，355 �△766 �112，589 

1県　　　　負　　　　担　　　　金 �17，625 �△1，363 �16，262 

2県　　　　補　　　　助　　　　金 �95，730 �5　9　7 �96，327 

9共　同　事　業　交　付　金 � �252，649 �△52，862 �199，787 

1共　同　事　業　交　付　金 �252，649 �△52，862 �199，787 

11繰　　　　　　　入　　　　　　　金 � �87，337 �19，222 �106，559 

1他　　会　　計　　繰　　入　　金 �87，336 �19，222 �106，558 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��2，421，987 �△52，794 �2，369，193 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

1総　　　　　　務　　　　　　　費 � �21，110 �△120 �20，990 

1総　　務　　管　　理　　費 �21，110 �△120 �20，990 

2保　　険　　給　　付　　　費 � �1，562，140 �11，640 �1，573，780 

1療　　　　養　　　　諸　　　　費 �1，387，782 �20，439 �1，408，221 

2高　　　額　　療　　養　　　費 �163，050 �△11，320 �151，730 

4出　　産　　育　　児　　諸　　費 �10，506 �2，521 �13，027 

4介　　　護　　　納　　　付　　　金 � �132，985 � �132，985 

1介　　　護　　　納　　　付　　　金 �132，985 � �132，985 

5共　同　事　業　拠　出　金 � �252，697 �△22，597 �230，100 

1共　同　事　業　拠　出　金 �252，697 �△22，597 �230，100 

8保　　　健　　　事　　　業　　　費 � �20，757 �△1，869 �18，888 

2特　定健　康　診　査　等　事　業　費 �16，422 �△1，869 �14，553 

11予　　　　　　備　　　　　　　費 � �83，664 �△39，848 �43，816 

1予　　　　　　備　　　　　　費 �83，664 �△39，848 �43，816 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��2，421，987 �△52，794 �2，369，193 

【第1表】 －　3　－



【総　括】

1　総括

平成26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 

1国　　　民　　　健　　　康　　　保　’険　　　税 �613，140 �△12，721 �600，419 

4国　　　　　庫　　　　　支　　　　　出　　　　　金 �447，063 �△5，667 �441，396 

7県　　　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　　金 �113，355 �△766 �112，589 

9共　　　同　　　事　　　業　　　交　　　付　　　金 �252，649 �△52，862 �199，787 

11繰　　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　　金 �87，337 �19，222 �106，559 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　′　計 �2，421，987 �△52，794 �2，369，193 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �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 �21，110 �△120 �20，990 � � � � �△120 

2保　険　給　付　費 �1，562，140 �11，640 �1，573，780 �△4，216 �597 � �△19，844 �35，103 

4介　護　納　付　金 �132，985 � �132，985 �397 � � � �△397 

5共　同　事　業　拠　出　金 �252，697 �△22，597 �230，100 �△1，485 �△1，485 � �△36，391 �16，764 

8保　健　事　業　費 �20，757 �△1，869 �18，888 �△363 �122 � � �△1，628 

11予　　　　備　　　　費 �83，664 �△39，848 �43，816 � � � � �△39，848 

歳　　出　　合　　計 �2，421，987 �△52，794 �2，369，193 �△5，667 �△766 � �△56，235 �9，874 

【総　括】 －　5　－



【国民健康保険税】

2　歳入

（款）1国民健康保険税
（項）1国民健康保険税

－　6　一

（単位：千円）

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

1一般被保険者国民健康保 険税 �543，570 �△1，565 �542，005 �1医療給付費分現年課税 分 �5，012 �医療給付費分現年課税分 

2医療給付費分滞納繰越 分 �△4，354 �医療給付費分滞納繰越分 

3介護納付金分現年課税 分 �△569 �介護納付金分現年課税分 

4介護納付金分滞納繰越 分 �△668 �介護納付金分滞納繰越分 

5後期高齢者支援金分現 年課税分 �△595 �後期高齢者支援金分現年課税分 

6後期高齢者支援金分滞 納繰越分 �△391 �後期高齢者支援金分滞納繰越分 

2退職被保険者等国民健康 保険税 �69，570 �△11，156 �58，414 �1医療給付費分現年課税 分 �△6，945 �医療給付費分現年課税分 

2医療給付費分滞納繰越 分 �△17 �医療給付費分滞納繰越分 

3介護納付金分現年課税 分 �△2，328 �介護納付金分現年課税分 

4介護納付金分滞納繰越 分 �25 �介護納付金分滞納線越分 

5後期高齢者支援金分現 年課税分 �△1，934 �後期高齢者支援金分現年課税分 

6後期高齢者支援金分滞 納繰越分 �43 �後期高齢者支援金分滞納繰越分 

計 �613，140 �△12，721 �600，419 � � � 



（款）4国庫支出金
（項）1国庫負担金

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 �297，149 �△4，216 �292，933 �1現年度分 �△4，216 �療養給付費分 

2介護納付金等負担金 �42，158 �397 �42，555 �1現年度分 �397 �介護納付金分 

3高額医療費共同事業負担 金 �13，896 �△1，485 �12，411 �1高額医療費共同事業負 担金 �△1，485 �高額医療費共同事業負担金 

4特定健康診査等負担金 �3，729 �△363 �3，366 �1特定健康診査等負担金 �△363 �特定健康診査等負担金 

計 �356，932 �△5，667 �351，265 � � � 

（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 �13，896 �△1，485 �12，411 �1高額医療費共同事業負 担金 �△1，485 �高額医療費共同事業負担金 

2特定健康診査等負担金 �3，729 �122 �3，851 �1特定健康診査等負担金 �122 �特定健康診査等負担金 

計 �17，625 �△1，363 �16，262 � � � 

（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 �95，730 �597 �96，327 �1財政健全化特別対策費 補助金 �597 �財政健全化特別対策費補助金 

計 �95，730 �597 �96，327 � � � 

【国庫支出金】【県支出金】 －　7　－



【共同事業交付金】【繰入金】

（款）9共同事業交付金
（項）1共同事業交付金

ー　8　－

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 �55，585 �△19，444 �36，141 �1高額医療費共同事業交 付金 �△19，444 �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 �197，064 �△33，418 �163，646 �1保険財政共同安定化事 業交付金1 �△33，418 �保険財政共同安定化事業交付金 

計 �252，649 �△52，862 �199，787 � � � 

（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 �87，336 �19，222 �106，558 �1一般会計繰入金 �19，222 �保険基盤安定繰入金　17，930 出産育児一時金繰入金　1，680 財政安定化支援事業繰入金　△388 

計 �87，336 �19，222 �106，558 � � � 

合　計 �2，421，987 �△52，794 �2，369，193 � � � 



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 �21，110 �△120 �20，990 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

3，304　　　　　　　　　　　　　　　　　17，806 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 
△120 

12　役務費 �△120 �一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　△120 

郵便料　　　　　　　　　　　　　　　△64　第三者行為求償事務手数料　　　　　　△56 

計 �21，110 �△120 �20，990 � � � 

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

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

1－般被保険 �1，226，400 �25，029 �1，251，429 � � �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 ������387，280　　　　90，693　　　　　　　　　　　　　　　　　748，427 

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

△4，216　　　　　597　　　　　　　　　　　　　　　　　28，648 

19　負担金補助 �25，029 �一般被保険者療養給付費　　　　　　　　25，029 

及び交付金 ��療養給付費　　　　　　　　　　　　　25，029 

2　退職被保険 �129，600 �△400 �129，200 � � �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 ������129，600 

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

△400 

19　負担金補助 �△400 �退職被保険者等療養給付費　　　　　　　△400 

及び交付金 ��療養給付費　　　　　　　　　　　　　　△400 

3　一般被保険 �22，200 �△3，590 �18，610 � � �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 ������22，200 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△3，590 

19　負担金補助 �△3，590 �一般被保険者療養費　　　　　　　　　△3，590 

及び交付金 ��療養費　　　　　　　　　　　　　　　△3，590 

【総務費】【保険給付費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－9－



【保険給付費】 －10　－

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

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

5　審査支払手 �7，554 �△600 �6，954 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

数料 ������7，554 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　■　一般財源 
△600 

12　役務費 �△600 �審査支払手数料　　　　　　　　　　　　△600 

診療報酬請求明細書審査支払手数料　　△600 

計 �1，387，782 �20，439 �1，408，221 � � � 

（款）2　保険給付費
（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 �145，200 �△11，320 �133，880 � � �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 ������13，896　　　13，896　　　　　　　　　　　　　　　　　117，408 

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

△19，444　　　　8，124 

19　負担金補助 �△11，320 �一般被保険者高額療養費　　　　　　　△11，320 

及び交付金 ��高額療養費　　　　　　　　　　　　△11，320 

計 �163，050 �△11，320 �151，730 � � � 



（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 �10，506 �2，521 �13，027 � � �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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，505 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 
2，521 

12　役務費 �1 �出産育児一時金　　　　　　　　　　　　　2，521 

19負担金補助 及び交付金 �2，520 �出産育児一時金支払手数料　　　　　　　1　出産育児一時金　　　　　　　　　　　2，520 

計 �10，506 �2，521 �13，027 � � � 

（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 �132，985 �0 �132，985 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

42，157　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　90，827 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

397　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△397 

介護納付金 

計 �132，985 �0 �132，985 � � � 

【保険給付費】【介護納付金】 ー11－



【共同事業拠出金】【保健事業費】 －12　一

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

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

1高額医療費 �55，585 �△5，943 �49，642 � � �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 ������55，585 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，485　　　　△1，485　　　　　　　　　△2，973 

19　負担金補助 �△5，943 �高額医療費拠出金　　　　　　　　　　△5，943 

及び交付金 ��医療費拠出金　　　　　　　　　　　　△5，943 

3　保険財政共 �197，064 �△16，654 �180，410 � � �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 ������197，064 

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 

△33，418　　　16，764 

19　負担金補助 �△16，654 �保険財政共同安定化事業拠出金　　　△16，654 

及び交付金 ��保険財政共同安定化事業拠出金　　△16，654 

計 �252，697 �△22，597 �230，100 � � � 

（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 �16，422 �△1，869 �14，553 � � �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 ������3，729　　　　　3，729　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，964 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△363　　　　　122　　　　　　　　　　　　　　　　　△1，628 

13　委託料 �△1，869 �特定健康診査等事業費　　　　　　　　△1，869 

健診委託料　　　　　　　　　　　　　△1，869 

計 �16，422 �△1，869 �14，553 � � � 



（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 �83，664 �△39，848 �43，816 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

83，664 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 
△39，848 

△39，848 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　　△39，848 

予備費　　　　　　　　　　　　　　　△39，848 

計 �83，664 �△39，848 �43，816 � � � 

【予備費】 ー13　－

（単位　千円）


