
専　第　4　号

平　成　24　年　度　　池　田　町　国　民　健　康　保　険　特　別　会　計　補　正　予　算　（第　3　号）

平成24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　　　　　19，611千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　2，295，016　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i

補正」による。

上記は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により専決処分する。

平　成　25　年　3　月　29　日

－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 � �426，528 �21，014 �447，542 

1国　　　庫　　負　　　担　　金 �335，176 �23，343 �358，519 

2国　　庫　　補　　助　　金 �91，352 �△2，‾329 �89，023 

5療　養　給　付　費　等　交　付　金 � �183，580 �△5，396 �17、8，184 

1療　養　給　付　費　等　交　付　金 �183，580 �△5，396 �178，184 

7県　　　　支　　　　出　　　　金 � �110，648 �16，457 �127，105 

1県　　　　負　　　　担　　　　金 �14，260 �△2，036 �12，224 

2県　　　　補　　　　助　　　　金 �96，388 �18，493 �114，881 

9共　同　事　業　交　付　金 � �241，570 �△51，686 �1‾89，884 

1共　同　事　業　交　付　金 �241，570 �△51，・686 �189，884 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計　‾ ��2，314，627 �△19，611 �2，295，016 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

2保　　険　　給　　付　　琴 � �1，566，574 �△9，648 �1，556，926 

1療　　　　養　　　　諸　　　費 �1，396，851 �△7，931 �1，388，920 

2高　　額　　療　　養　　費 �156，434 �2，483 �158，917 

4出　　産　　育　　児　　諸　　費 �12，607 �△4，200 �8，407 

4介　　護　　納　　　付　　金 � �122，175 � �122，175 

1介　　護■　　納　　付　　金 �122，175 � �122，175 

5共　同　事　業　拠　出　金 � �241，616 �△38，391 �203，225 

1共　同　事　業　拠　出　金 �241，616 �△38，391 �203，225 

11予　　　　　　備　　　　　　　費 � �35，479 �28，428 �63，907 

1予　　　　　　備　　　　　　費 �35，479 �28，428 �63，907 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��2，314，627 �△19，61－1 �2，295，016 

【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 �426，528 �21，014 �447，542 

5療　　養　h一　給　　付　　費　　等　　交　　付　　金 �183，580 �△5，396 �178，184 

7県　　　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　　金 �110，648 �16，457 �127，105 

9共　　　同　　　事　　　業　　　交　　　付　　　金 �241，570 �△51，686 �189，884 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �2，314，627 �△19，611 �2，295，016 



（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　　由　　源 ����一般財源 

国支出金 �県支出金 �地　方　債 �そ　の　他 

2保　険　給　付　費 �1，566，574 �△9，648 �1，556，926 �21，117 �18，493 � �△20，422 �△28，836 

4介　護　納　付　金 �122，175 � �122，175 �1，913 � � � �△1，913 

5共　同　事　業　拠　出　金 �241，616 �△38，39．1 �203，225 �△2，036 �△2，036 � � �△34，319 

11予　　　　備　　　　費 �35，479 �28，428 �63，907 � � � � �28，428 

歳　　出　　合　　計 �2，314，627 �△19，611 �2，295，016 �20，994 �16，457 � �△20，422 �△36，640 

【総　括】 ー　5　－



【国庫支出金】【療養給付費等交付金】

2　歳入

（款）4国庫支出金

ー　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 �283，732 �23，466 �307，198 �1現年度分 �23，466 �療養給付費分 

2介護納付金等負担金 �37，184 �1，913 �39，097 �1現年度分 �1，913 �介護納付金分 

3高額医療費共同事業負担 金 �10，668 �△2，036 �8，632 �1高額医療費共同事業負 担金 �△2，036 �高額医療費共同事業負担金 

計 �335，176 �23，343 �358，519 � � � 

（款）4国庫支出金
（項）2国庫補助金

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

1財政調整交付金 �91，351 �△2，329 �89，022 �1調整交付金 �△2，329 �普通調整交付金　　　11，337 その他特別調整交付金　　△13，666 

計 �91，352 �△2，329 �89，023 � � � 

（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療衰給付費等交付金 �183，580 �△5，396 �178，184 �1現年度分 �△5，396 �退職者医療療養給付費等交付金 

計 �183，580 �△5，396 �178，184 � � � 



（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 �10，668 �△2，036 �8，632 �1高額医療費共同事業負 担金 �△2，036 �高額医療費共同事業負担金 

計 �14，260 �△2，036 �12，224 � � � 

（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神助 金 �96，388 �18，493 �114，881 �2普通調整交付金 �18，493 �県普通調整交付金　　　△2，225 その他特別調整交付金　　　20，718 

計 �．96，388 �18，493 �114，881 � � � 

（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 �42，675 �△10，912 �31，763 �1高額医療費共同事業交 付金 �△10，912 �高額医療費共同事業交付金 

2保険財政共同安定化事業 女付金 �198，895 �△40，774 �158，121 �1保険財政共同安定化事 業交付金 �△40，774 �保険財政共同安定化事業交付金 

計 �・241，570 �△51，686 �189，884 � � � 

合　計 �2，314，627 �△19，611 �2，295，016 � � � 

【県支出金】【共同事業交付金】 －　7　－



【保険給付費】

3　歳出
（款）2　保険給付費

ー　8　－

（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 �1，218，785 �0 �1，218，785 � � �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 ������375，084　　　91，763　　　　　　　　　　　　　　　751，938 

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

21，117　　　18，493　　　　　　　　　　　　　　　△39，610 

一般被保険者療養給付費 

2　退職被保険 �146，400 �△7，931 �138，469 � � �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 ������146，400 

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

△7，931 

19　負担金補助 �△7，931 �退職被保険者等療養給付費　　　　　△7，931・ 

及び交付金 ��療養給付費　　　　　　　　　　　　△7，931 

計 �1，396，851 �△7，931 �1，388，920 � � � 

（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 �136，884 �4，062 �140，946 � � �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　　　　94，209 

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

△10，912　　　14，974 

19　負担金補助 �4，062 �一般被保険者高額療養費　　　　　　　　4，062 

及び交付金 ��高額療養費　　　　　　　　　　　　4，062 

2　退職被保険 �19，400 �△1，579 �17，821 � � �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 ������19，400 

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

△1，579 

19　負担金補助 �△1，‾579 �退職被保険者等高額療養費　　　　　　△1，579 

及び交付金 ��高額療養費　　　　　　　　　　　△1，579 

計 �156，434 �2，483 �158，917 � � � 



（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 �△4，200 �8，407 � � �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 

△4，200 

19　負担金補助 �△4，200 �出産育児一時金　　　　　　　　　　　△4，200 

及び焚付金 ��出産育児一時金　　　　　　　　　　△4，200 

計 �12，6‾07 �△4，200 �8，407 � � � 

（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 �122，175 �0 �122，175 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

37，183　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　84，991 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，913　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△1，913 

介護納付金 

計 �122，175 �0 �122，175 � � � 

（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 �42，675 �△8，146 �34，529 � � �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 ������10，668　　　10，668　　　　　　　　　　　　　　　21，339 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△2，036　　　△2，036　　　　　　　　　　　　　　△4，074 

19　負担金補助 �△8，146 �高額医療費拠出金　　　　　　　　　△8，146 

及び交付金 ��医療費拠出金　　　　　　　　　　　△8，146 

【保険給付費】【介護納付金】【共同事業拠出金】　　　　　　　　－9－



【共同事業拠出金】【予備費】

（款）5　共同事業拠出金

－10　－

（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 �198，895 �△30，245 �168，650 � � �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 ������198，895 

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 

△30，245 

19　負担金補助 �△30，245 �保険財政共同安定化事業拠出金　　　△30，245 

及び交付金 ��保険財政共同安定化事業拠出金　　△30，245 

計 �241，616 �△38，391 �203，225 � � � 

（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 �35，479 �28，428 �63，907 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

35，479 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

28，428 

28，428 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　28，428 

予備費　　　　　　　　　　　　　　28，428 

計 �35，479 �28，428 �63，907 � � � 


