
議　第19　号

平　成　24　年　度　　池田町後期高齢者医療事業特別会計補正予算　（第　2　号）

平成24年度　池田町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（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 4，688　千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　　　207，317　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　提　出

ー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　　　　正一　　　　額 �計 

1後　期　高　齢　者　医　療　保　険　料 � �152，．840 �△2，535 �150，305 

1後　期　高　齢　者　医　療保　険　料 �152，840 �△2，535 �150，305 

3後期高齢者医療広域連合支出金 � �8，259 �△937 �7，322 

1委　　　　　　　託　　　　　　金 �8，259 �△937 �7，322 

4繰　　　　　　　入　　　　　　　金 � �50，845 �△1，216 �49，629 

1一　般　会　計　繰　入　金 �50，845 �△1，216 �49，629 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��212，005 �△4，688 �207，317 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

2後期高齢者医療広域連合納付金 � �199，312 �△3，751 �195，．561 

1後期高齢者医療広域連合納付金 �199，312 �△3，751 �195，561 

3保　　健　　事　　　業　　　費 � �8，330 �△906 �7，424 

1健　康　保　持　増　進　事　業　費 �8，330 �△906 �7，424 

5予・　　　　備　　　　　　　費 � �6　84 �△31 �6　53 

1予　　　　　　　備　　　　　　　費 �684 �△31 �6　53 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��212，005 �△4，688 �207，317 

【第1表】 －　3　－



【総　括】

1　総括

平成24年度池田町後期高齢者医療事業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後　期　高　齢　者　医　療　保　険　料 �152，840 �△2，535 �150，305 

3後　期　高　齢　者　医　療　広　域　連　合　支　出　金 �8，259 �△937 �7，322 

4繰　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　金 �50，8－45 �△1，216 �49，629 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �212，005 �△4，688 �207，317 



（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 ����一般財源等 

国庫支出金 �県支出金 �地　方　債 �そ　の　他 

2禁期高齢者医療広域連 □　納　付■　金 �199，312 �△3，751 �195，561 � � � � �△3，751 

3保　健　事　業　費 �8，330 �△906 �7，‾424 � � � �△937 �31 

5予　　　　備　　　　費 �684 �△31 �653 � � � � �△31 

歳　　出　　合　　計 �212，005 �△4，688 �207，317 � � � �△937 �△3，751 

【総　括】 ー　5　－



t後期高齢者医療保険料】【後期高齢者医療広域連合支出金】【繰入金】　　－6－

2　歳入

（款）1後期高齢者医療保険料
（項）1後期高齢者医療保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1特別徴収保険料 �110，049 �△6，762 �103，287 �1特別徴収保険料現年度 分 �△6，762 �特別徴収保険料現年度分 

2普通徴収保険料 �42，791 �4，227 �47，018 �1普通徴収保険料現年度 分 �4，227 �普通徴収保険料現年度分 

計 �152，840 �△2，535 �150，305 � � � 

（款）3後期高齢者医療広域連合支出金
（項）1委託金

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

1保健事業費委託金 �8，259 �△937 �7，322 �1保健事業費委託金 �△937 �保健事業費委託金 

計 �8，259 �△937 �7，322 � � � 

（款）4繰入金
（項）1一般会計繰入金

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

2保険基盤安定繰入金 �35，659 �△1，216 �34，443 �1保険基盤安定繰入金 �△1，216 �保険基盤安定繰入金 

計 �50，845 �△1，216 �49，629 � � � 

合　計 �212，005 �△4，688 �207，317 � � � 



3　歳出
（款）2　後期高齢者医療広域連合納付金

（項）1後期高齢者医療広域連合納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1後期高齢者 �199，312 �△3，75′1 �195，561 � � �予算現額　　国庫支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源等 

医療広域連 ������199，312 

合納付金 ������今回補正　　国庫支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源等 

△3，751 

19　負担金補助 �△3，751 �後期高齢者医療広域連合納付金　　　　△3，751 

及び交付金 ��保険料等負担金　　　　　　　　　　△3，751 

計 �′199，312 �△3，751・ �195，561 � � � 

（款）3　保健事業費
（項）1健康保持増進事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1健康診査費 �8，330 �△906 �7，424 � � �予算現額　国庫支出金　県支出金　　地方債　その他　　一般財源等 

8，259　　　　　　　71 

今回補正　　国庫支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源等 
－　△937　　　　　　　　31 

13　委託料 �△906 �健康診査費　　　　　　　　　　　　　　　△906 

健診費用委託料　　　　　　　　　　　　△906 

計 �8，330 �△906 �■7，424 � � � 

（款）5　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 �684 �△31 �653 � � �予算現額　　国庫支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源等 

684 

今回補正　　国庫支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源等 

△31 

△31 �予備軍　　　　　　　　　　　　　　　△31 

【後期高齢者医療広域連合納付金】【保健事業費】【予備費】　　　－7－



【予備費】 －　8　－

（款）5　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 

予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　△31‾ 

計 �684 �△31 �653 � � � 


