
議第　27　号

平　成　25　年　度　　池田町後期高齢者医療事業特別会計予算

平成25年度　池田町後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　　215，000　千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、　40，000　千円と定める。

平成　25　年　3　月　4　日　提　出

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫
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（歳　入）
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第　1　表　　　歳　入　歳　出　予　算
（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �項‾ �．金　　額 

1後期高齢者医療保険料 � �155，165 

1後期高齢者医療保険料 �155，165 

2　使用料及び手数料 � �51 

1手　　　数　　　料 �51 

3後期高齢者医療 広域連合支出金 � �8，259 

1委　　　託　　　金 �8，259 

4　繰　　　入　　　金 � �51，520 

1一般会計繰入金 �51，520 

5　繰　　　越　　　金 � �1 

1繰　　　越　　　金 �1 

6　諸　　　収　　　入 � �4 

1延滞金、加算金及び過料 �1 

2　償還金及び還付加算傘 �1 

3　預　　金　　利　　子 �1 

4　雑　　　　　　　　入 �1 

歳　　　入　　　合　　　計・ ��215，000 

款 �項 �金　　額． 
1、■総　　　務　　　費 � �3，319 

1総　務　管　理　費 �1，8－56 

2　徴　　　収　　　費 �1，463 

2後期高齢者医療 広域連合納付金． � �203，035 

1後期高齢者医療広域連合納付金 �203，035 

3　保　健　事　業　費 � �8，358 

1健康保持増進事業費 �8，358 

4‾‾諸　　支　　出　　金 � �100 

1償還金及び還付加算金 �100 

5　予　　　備　　　費 � �188 

1予　　　備・　　費 �188 

歳　　　出　　　合　　　計 ��215，000 



入 予 事 項 別 細 書
1　総　括

（歳入） 

款 �本、年　度　予　算　額 �前　年　度　予　算　額 �比　　　　　　　　　　較 �構　成　比 

（千由） �（千円） �（千円） �（由） 

1　後期高齢者医療保険料 �155ノ，165 �152，840 �2，325 �72．2 

2　使　用　料　及　び　手　数　料‾ �51 �51 �0 �0．0 

3　後期高齢者医療広域連合支出金 �8，259 �8，259 �0 �3．8 

4　繰　　　　　入　　　　　金 �51，520 �50，845 �675 �24．0 

5　繰　　　　　越　　　　　金 �1 �1 �0 �0．0 

6r　諸　　　　　　収　　　　　　入． �4 �4 �0 �0．0 

歳　　　　入　　　　合　　　　計 �215，000 �212，000 �3，000 �100．0 
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歳 歳 出 算 明
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（歳出） 

款 �本年度予算額 ・（千円） �前年度予算額 ‾（千円） �比ノ　較、 （千円） �構成比 （％） �本　年　度　予　算　額′の　■財　源　内　訳　（千■円） 
特　　　　定　　　　財　　　　源 ����一般財堺 

国庫支出金 �県支出金 �地　方　債 �そ　の　他 

1　総　　　務　　　費 �3，319 �3，・379 �△　60 �1．5 � � � � �3，319 

2　　後期高齢者医療広域連合納付金 �203，035 �199，312 �3，723 �94．4 � � � � �203，035 

3　保　健　事　業　費 �8，358 �8，259 �99 �3．9 � � � �8，259 �－　99 

4　諸　　支　　出　　金 �100 �300 �△　200 �0．1 � � � � �1t）0 

5　予　　備　　費‘ �188 �750 �△　562 �0．1 � � � � �188 

歳　　　出　　　合　　計 �215，000 �212，000 �3，000 �100ご0 �0 �0 �0 �8，259 �206，741 



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 �本　年　度 �前　年．度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1特別徴収保険料 �108，004 �110，049 �△2，045 �1特別徴収保険料現年度 分 �108，004 �特別徴収保険料現年度分 

2普通徴収倖険料 �47，161 �42，791 �4，370 �1普通徴収保険料現年度 分 �47，160 �普通徴収保険料現年度分 

2普通徴収保険料過年度 分 �1 �普通徴収保険料過年度分 

膏十 �155，165 �152，840 �2，325 � � � 

（款）2使用料及び手数料
（項）1手数料

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��鱒　　　　　　　　　　　　明・ 
区　　分 �金　額 

1証明手数料 �1 �1 �0 �1納付証明手数料 �1 �納付証明≠数料 

2督促手数料 �50 �50 �0 �1督促手数料 �50 �督促手数料 

計 �51 �51 �0 � � � 

（款）3後期高齢者医療広域連合支出金
（項）1委託金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1保健事業費委託金 �8，259 �8，259 �0 �1保健事業費委託金 �8，259 �保健事業費委託金 

計 �8，259 �8，259 �0 � � � 

【後期高齢者医療保険料】【使用料及び手数料】【後期高齢者医療広域連合支出金】　　　　－　5　－



【繰入金】【繰越金】【諸収入】

（款）4繰入金
（項）1－般会計繰入金
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目 �本　年　度 �前　年　摩 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1事務費繰入金 �12，798 �13，281 �△483 �1事務費繰入金 �12，798 �事務費繰入金 

2保険基盤安定繰入金 �36，602 �35，659 �943 �1保険基盤安定繰入金 �36，602 �保険基盤安定繰入金 

3保健事業費繰入金 �2，120 �1，905 �215 �1保健事業費繰入金 �■　2，120 �保健事業費繰入金 

計 �51，520 �50，845 �675 � � � 

（款）5繰越金
（項）1繰越金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1繰越金 �1 �1 �0 �1前年度繰越金 �1 �前年度繰越金 

計 �1 �1 �0 � � � 

（款）6諸収入
（項）1延滞金、加算金及び過料

目 �本　年　度 �前　年　度－ �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1延滞金 �1 �1 �0 �1延滞金 �1 �延滞金 

計 �1 �1 �0 � � � 

（款）6諸収入
（項）2償還金及び還付加算金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1還付加算金 �1 �・1 �0 �1還付加算金 �1 �還付加算金 

計 �1 �1 �0 � � � 



（款）6諸収入
（項）3預金利子

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　‾　分 �金　額 

1預金利子 �1 �1 �0 �1預金利子 �1 �預金利子 

計 �1 �1 �0 � � � 

（款）6諸収入
（項）4雑入

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1雑入 �1 �1 �0 �I雑入 �1 �雑入‾ 

計 �1 �1 �q � � � 

合　計 �215，000 �212，000 �3，000 � � � 

【諸収入】 －　7　－



【総務費】

3　歳出
（款）1総務費
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（項）1総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1一般管理費 �1，856 �1，802 �54 � � �国庫支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源等 

1，856 

9　旅費 �10 �一般管理費　　　　　　　　　　　　　1，856■ 

11需用費 �119 �職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　10　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　90 

12　役務費 �896 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　29　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　896 

13　委託料 �831 �収納管理システム等カスタマイズ委託料　831 

計 �1，856 �1，802 �54 � � � 

（款）1総務費
（項）2　徴収費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �本年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1徴収費 �1，463 �1，577 �△114 � � �国庫支出金　　県支出金　　地方債′　その他　　一般財源等 

1，463 

11需用費 �307 �徴収費　　　　　　　　　　　　　　　1，463 

12　役務費 �471 �消耗品費‾　　　　　　　　　　　　　　　78　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　229 

13　委託料 �685 �郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　370　口座振替手数料　　　　　　　　　　　101 

電算処理委託料　　　　　　　　　　　　685 

計 �1，463 �1，577 �△114 � � � 



（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 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1後期高齢者 �203，035 �199，312 �3，723 � � �国庫支出金　　県支出金　一　地方債　　その他　　一般財源等 

医療広域連 合納付金 ������203，035 

19　負担金補助 �203，035 �後期高齢者医療広域連合納付金　　　　203，035 

及び交付金 ��保険料等負担金　　　　　　　　191，767　事務費負担金　　　　　　　　　　9，148 

保健事業費負担金　　　　　　　　　　2，120 

計 �203，035 �199，312 �3，723 � � � 

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

目 �本　年　度 �前　年　度■ �比　　較 �′　節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1健康診査費 �8，358 �8，259 �99 � � �国庫支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源等 

8，259　　　　　　　99 

11需用費 �140 �健康診査費　　　　　　　　　　　　．8，358 

12　役務費 �158 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　7　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　133 

1、3　委託料 �8，060 �郵便料　　　　　　　　　　　　　158　健診費用委託料　　　　　　　　　　8，060 

計 �8，358 �8，259 �99 � � � 

（款）4　諸支出金
（項）1償還金及び還付加算金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説一　　　　　明 
区　分 �金　額 

1還付加算金 �100 �300 �△200 � � �国庫支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源等 

100 

23　償還金利子 �100 �還付加算金　　　　　　　　　　　　　　　100 

及び割引料 ��保険料還付金　　　　　　　　　　　　　100 

計 �100 �300 �△200 � � � 

【後期高齢者医療広域連合納付金】【保健事業費】【諸支出金】　　－9－



【予備費】

（款）5　予備費
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（項）1予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1予備費 �188 �750 �△562 � � �国庫支出金　県支出金　　地方債　その他　一般財源等 

188 

188 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　188 

予備費　　　　　　　　　　　　　　　　188 

計 �188 �750 �△562 � � � 


