
議　第18　号

平　成　24　年　度　　池　田　町　国　民　健　康　保　険　特　別　会　計　補　正　予　算　（第　2　号）

平成24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に、歳入歳出それぞれ 22，362　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　2，314，627　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　3　月　4　日　捷　出

一1－

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「 

1国　民　健　康　保　険＿＿　税 � �571，7‾83 �△3，064 �568，719 

1＿‾国　民　健■康／保　険　税 �57．1，783 �△3，064 �568，719 

・4国　、庫　　女　　出＿　金＿ � �426，＿　200 �328 �426，528 

1由　庫　負　担　一金 �334，848 �3－28 �335，176 

声療　養　給　付　費　等　交　付　金 � �14．9，011 �34，569 �183，580 

1療　養　給　付　費　等　交　付　金 �149，011 �34，569 �183，580 

6前　期　高　齢　者　交　付　金 � �652，920 �△10，409 �642，511 

1前　期　高　齢　者　交　付　金 �652，920 �△10，409 �642，511 

7県　　　　支　　　　出　　　　金 � �111，100 �△452 �110，648 

1県　　　　負　　　　担　　　　金－ �13，932 �328 �14，260 

2県　　　　補　　　　助　　　　金 �97，168 �△780 �96，388 

11繰　　　　　　入■　　　　　　金 � �72，324 �1，‾279 �73，603 

1他　　会　　計　　繰　　入　　金　′ �72，323 �1，279 �73，602 

13諸　　　　　　　収　　　　　　　入 � �、3，212 �111 �3，323 

3雑　　　　　　　　　　　　　　入 �2，901 �111 �3，012 

歳　　　　一入　　　　　合　　　　∴計 ��2，292，265 �22，362 �2，314，627 



（歳牒）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、（単位：千円） 

款 �項 �補■　正　前　の　額 �補　　　　正　　　額 �計 

1総　　　　　　務　　　　　　費 � �7，858 �71・7 �8，575 

1総　　務　　管　　嶺　　費 �7，85・8 �717 �8，575 

2保　　険　　給　　付　　費 � �1，516，025 �50，549 �1，566，574 

1療　　　養　　　諸　　＿費 �1，357，166 �39，685 �1，396，851 

2高　　額　　療　　養　　費 �145，35．0 �11，084 �1年6，434 

5轟∴‾．祭　　諸′　　費 �9．00 �△220 �680 

4介　　護　　納．　付　　金 � �122，、316 �△141 �122，175 

1介　　護　　納　　付　　金 �122，316 �△141 �122，175 

6後　期　高　齢　者　支　援　金　等 � �313，026 �155 �3．13．，181 

l後　期　高‾齢　者　支　援　金　等 �313，026 �155 �313，181 

7前　期　高　齢　者　納■付　金　等 � �38　3 �△46 �337 

1前　期　高　齢　者　納　付　金　等 �383 �△46 �337 

8保　　健′　　事　　業　　　費 � �■20，252 �△2，128 �18，124 

1保　、健　　事　　業　．費 �4，026 �－248 �4，274 

2特定健康診査等事業費 �16，226 �△2，376 �13，850 

10亘　　支　　出　　金 � �8，471 �3　3 �8，504・ 

1償還金及　び遼付加．算金 �8；471 �33 �8，504 

11予＿　　　　　一　備　　　　　　費 � �62，256 �△26，777 �35，479 

1予　　　　　　備　　　　　　費 �62，256 �△26，777 �35，479 

歳、・　　　出　　　　合　　　　計 ��2，292，265＿ �22，36・2 �2，314，627 

【第1表】 －　3　－



【総　括】

1　総括

平成24年度池田町国民健康保険特別会計歳入歳也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 �5■71，′783 �△3，＿064 �568，719 

4国　　　　　庫－　　　　＿〈支　　　　　出　　　　　金 �426，200 �328 �426，528 

5療　　養　　給　　付　　費　　等　　交　　付　　金 �149，011 �34，569 �183．580 

6前　期　高　齢　者・交　付　金 �652，920 �△10，409 �642，511 

7県　　　　　　　支　　　　　　　出．　　　　　金 �111，100 �△452 �110，648 

11繰　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　金 �72，324 �1，‾　279 �73，－603 

13－諸　　　　　　　　　＼収　　　　　　　　　　　入 �3，－212－ �‾111 �3，323 

、歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �2，2．92，265 �22，362・ �2，314，627 



（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 �7，858 �717 �8，575 � � � �111 �606 

2保　険　給　付　費 �1，516，025・ �50，549・ �1，566，574 � �△780 � �18，689 �32，640 

4介　護　納・付　金 �・122，316 �△141 �122，175 � � � � �△141 

6後期高齢者支援金等 �313，026 �155 �313，181 � � � � �155 

7前期高齢者納付金等 �383 �△46 �337 � � � � �△46 

8．保　健　事　業　費 �20，252 �△2，128 �18，124 �328 �328 � � �△2，784 

10諸　ノ　ー支　　出　　金 �8，471 �33 �8，504 � � � � �33 

11予　　　　備　　　　費 �62，256 �△26，777 �35，479 � � � � �△26，777 

歳　　出　　合　　計■ �2，292，265 �22，362 �2，314，627 �328 �△452 � �18，800 �3，686 

【総　括】 ー　5　－



【国民健康保険税】

2　歳入

（款）1国民健康保険税

－　6　－

（項）1国民健康保険税■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1－般被保険者国民健康保 険税 �501，104 �△3，480 �497，624 �1医療給付費分現年課税 分 �1，912 �医療給付衰分現年課税分 

2医療給付費分滞納繰越 分 �△3，347r �医療給付費分滞納繰越分 

・3介護納付金分現年課税 分 �△1，864 �介護納付金分現年課税分 

4介護納付金分滞納繰越 分 �△899 �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 �893 �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 �△175 �後期帯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 �．70，679 �416 �71，095 �ノ1医療給付費分現年課税 分 �385 �医療給付費分現年課税分 

2医療給付費分滞納繰越 分 �101 �医療給付費分滞納躁越分 

3介護納付金分現年課税 分 �△349 �介護納付金分現年課税分 

4介護納付金分滞納繰越 分 �120 �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 �38 �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 �121 �後期高齢者支援金分滞納繰越分 

計 �571，783 �△－3，064 �568，719 � � � 



（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 
鱒　　分 �1金　額 

4特定健康診査等負担金 �3，264 �328 �3，592・ �1特定健康診査等負担金 �328 �特定健康診査等負担金 

計 �334，84‾8 �328 �335，176 � � � 

（款）5療養給付費等交付金
（項）1療養給付費等交付金

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

1療養給付費等交付金 �149，011 �3．4，569 �183，580 �1・現年度分 �34，569 �退職者医療療養給付費等交付金 

計 �149，‾011 �34，569 �183，580 � � � 

（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　ノ �計 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1前期高齢者交付金 �652，9‾20 �△10，409 �642，511 �1前期高齢者交付金 �△10，409 �前期高齢者交付金 

計 �652■，920 �△10．，409 �642，511 � � � 

（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 

2特定健康診李等負担金 �3，2164 �328 �3，592 �1特定健康診賓等負担金 �328 �特定健康診査等負担金 

計 �13，932 �328 �14，260 � � � 

【国庫支出金】【療養給付費等交付金】【前期高齢者交付金】【県支出金】　－7嶋



【県支出金】【繰入金】【諸収入】

（款）7県支出金
（項）2県補助金

－　8　－

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 �97，168 �△780 �96，388 �1財政健全化特別対策費 補助金 �△780 �財政健全化特別対策費補助金 

計 �97，168 �△780 �＿96，388 � � � 

（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　　　　　　　　　　胡 
，区　　分 �、金　額 

1－般会計繰入金 �72，323 �■1，279 �73，602 �1∴般会計繰入金 �1，279 �保険基盤安定繰入金 

計 �172，323 �1，279 �73，602 � � � 

（款）13諸収入

（項）3雑入

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

5’雑入 �1 �111 �112 �1雑入 �111 �高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 

計 �2，901 �111 �3，012 � � � 

合　計 �2，292、，265 �・22，362 �2，314，627 � � � 



3　歳出
（款）1総務費

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

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

1＿一般管理費 �－7，858 �71．7 �8，575 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　丁般財顔 

1，859、　　　　　　　　　　　　　　　　　5，999 

・今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

111　　　　　　606　■ 

11■　需用費 �477 �∵般管理費　　　　　　　　　　　　　　717 

13　委託料 �1240 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　477　電算委託料　　　　　　　　　　　　　　240 

計 �7，858－ �．717 �8，575 � � � 

（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 

1一般被保険 �1，170，000 �48，785 �■1，218，785 � � �予算現額　　国支出金　　県支也金　　地方債　・その他　　一般財源 

者療養給付 ������375，084　　　　92，543　　　　　　　　　　　　　　　　　702，373 

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

△780　　　　　　　　　　　　　　　　　49，565 

19　負担金補助 �48，785 �一般被保険者療養給付費　　　　　　　48，785 

及び交付金・ ��療養給付費　　　　　　　　　　　　　48，785 

2　退職被保険 �152，400 �△6，000 �146，400 � � �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 ������124，411　　　27，989 

付費 ������今回廟正　　国支出傘　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

21，989　　　△27，989 

19　負担金補助 �△6，000 �退職被保険者等療養給付費　　　　　△6，000 

及び交付金 ��療養給付費　　　　　　　　　　　　△6，000　′ 

3　一般被保険 �24，000 �△2，000 �22，000 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

者療養費 ������24，000 

今回補正　、国支出金　　県支噂金　　地方債　－　その他　　一般財源 

△2，000 

19　負担金廟助 �△2，000 �一般被保険者療養費　　　　　　　　　△2，000 

及び交付金 ��療養費、　　　　　　　　　　　　　△2，000 

【総務費】【保険給付費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－9－



【保険給付費】

（款）2　保険給付費

－10　－

（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 

4　退職被保険 �3，000 �△1，100 �rl，900 � � �・予算現額　　国支出金一　県支出金　　地方債　－その他　　一般財源′ 

者等療養費 ������3，000 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，100 

19　負担金補助 �△1，1bo �退職被保険者等療養費　　　　　　　　△1，100 

及び交付金 ��療養費　　　　　　　　　　　　　△1，100 

計 �1，357，166 �39，685 �1，396，851 � � � 

（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 �123，600 �13，284 �136，884 � � �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 ������42，675　、80，925 

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

13，284 

19　負担金補助 �13，284 �一般被保険者高額療養費　　　　　　13，284 

及び交付金 ��高額療養費　　　　　　　　　　　13，284 

2　退職被保険 �21，600 �△2，200 �19，400 � � �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 ������21，600 

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

△2，200 

19　負担金補助 �△2，200 �退職被保険者等高額療養費　　　　　△2，200 

及び交付金 ��、高額療養費　　　　　　　　　　　△2，200 

計 �145，350 �11，084 �156，434 � � � 



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

＿一目 �補正前の額 �補　正　額 �計‡ �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1葬祭費 �900 �△220 �680 � � �亭算現額＿　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

900 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△220 

19　負担金補助 �△220 �葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　△220 

及び交付金 ��葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　△220 

計 �900 �△220 �680 � � � 

（款）4　介護納付金
介護　イ金（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 �傘　額 

1介護納付金 �122，316 �△141 �122，175 � � �予算現額　　国支出傘　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

37，183　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　85，132 

今回補正‘　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△141 

19　負担金補助 �△141 �介護納付金　　　　　　　　　　　　　　　△141 

及び交付金 ��介護納付金　　　　　　　　　　　　　△141 

計 �1．22，316 �△141 �122，175 � � � 

（款）6　後期高齢者支援金等
（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 �313，026 �155 �313，181 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　・地方債　　その他　　一般財源 

支援金 ������313，026 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　■その他　　一般財源 

155 

19　負担金補助 �155 �後期高齢者支援金　　　　　　　　　　　　155・ 

及び交付金 ��後期高齢者支援金　　　　　　　　　　　155 

【保険給付費】【介護納付金】【後期高齢者支援金等】　　　　　　－11－



【後期高齢者支援金等】【前期高齢者納付金等】【保健事業費】　　－12－

（款）6　後期高齢者支援金等
（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 

計、 �313，026 �155 �313，181 � � � 

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

目 �補正前の額 �補　正　額 �、計 �一節 ��説　　　　甲 
区　分 �金　額‾ 

1前期高齢者 �383 �△46 �337 � � �一予算現額　国女出金　県支出金　　地声債　その他　一般財源 

納付金 ������383 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△46 

19　負担金補助 �△46 �前期高齢者納付金　　　　　　　　　　　　△46 

及び交付金 ��・一前期高齢者納付金　　　　　　　　　　　△46 

計 �383 �△4．6 �337 � � � 

（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 �4，026 �248 �4，2．74 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　■了　地方債　　その他　　一般財源 

及費 ������2，766　　　　　　　　　　　　　　　　　1，260 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

248 

8　報償費 �24 �健康づくり総合推進事業費　　　　　　　・248 

13　委託料 �‾　4 �無給付家庭表彰費　　　　　　　　　　　24　電算委託料　　　　　　　　　　　　　　　4 

19負担金補助 及び交付金 �220 �人間ドック補助金　　　　　　　　　　　220 

計 �4，026 �24声 �4，274 � � � 



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

月 �補正前の額 �補　正　額 �／計 �節－ ��説　　　　　明 一区一　分 �金　額 

1特定健康診 �16，226 �△2，376 �13，850 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　「般財源＿「 

査等事業費 ������3，2、64　　　　3，264　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，698 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

328　　　　　328　　　　　　　　　　　　　　　　　△3，032 

7　貸金 �△117 �特定健康診査等事業費　　　　　　　　△2，376 

11需用費 �△14 �指導員貸金　　　　　　　　　　　　　△117、．賄材料費　　　　　　　　　　　　　　　△14 

12　役務費 �△7 �、通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　△7　電算委託料　　　　　　　　　　　　　　△18 

13　委託料 �△2，238 �健診委託料、　　　　　　　　　　△2，150　特定健康診査委託料　　　　　　　　　△70 

計 �16，226 �△2，376 �13，850 � � � 

（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 �6，321 �33 �6，354 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その鱒　　一般財源∴ 

6，321 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源・ 

33 

23　償還金利子 �33 �償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33 

及び割引料 ��過年度国庫支出金還付金　　　　　　　　　33 

計 �8，471 �33 �8，504 � � � 

【保健事業費】【諸支出金】 ー13　－



【予備費】

（款）11予備費

－14　－

（項）1・予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1予備費、 �62，256 �△26，777 �35，479 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

62，256 

今回補．正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△26，777 

△26，777 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　△26，777 

予備費　　　　　　　　　　　　　　△26，777 

計 �62，256 �△26，777 �35，479 � � � 


