
議案第４号 

 

 

平成３０年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

 

平成３０年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算（第５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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７１，８００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２，１３７，３３２千円とする。 

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３１年 ３ 月 ５ 日  提 出 

 

                    琴 浦 町 長    小 松 弘 明 

 

 

平成３１年  月  日 

 

                    琴浦町議会議長    小 椋 正 和 
 



歳　入 国　　保　　 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 国民健康保険税 411,292 2,666 413,958

１． 国民健康保険税 411,292 2,666 413,958

３． 県支出金 1,625,121 △76,403 1,548,718

１． 県補助金 1,625,121 △76,403 1,548,718

４． 財産収入 1 1 2

１． 財産運用収入 1 1 2

６． 繰入金 145,812 △1,447 144,365

１． 一般会計繰入金 145,811 △1,447 144,364

８． 諸収入 3,315 3,383 6,698

１． 延滞金、加算金及び過料 3,047 2,066 5,113

３． 雑入 267 1,317 1,584

歳               入               合               計 2,209,132 △71,800 2,137,332

第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正

－　１　－



歳　出 国　　保　　 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 総務費 25,354 △607 24,747

１． 総務管理費 25,271 △552 24,719

２． 徴収費 11 △11 0

３． 運営協議会費 72 △44 28

２． 保険給付費 1,620,196 △82,809 1,537,387

１． 療養諸費 1,376,083 △51,299 1,324,784

２． 高額療養費 237,121 △30,018 207,103

３． 移送費 20 △20 0

４． 出産育児諸費 5,880 △1,260 4,620

５． 葬祭諸費 780 100 880

６． 高額介護合算療養費 312 △312 0

３． 国民健康保険事業費納付金 493,200 0 493,200

１． 医療給付費分 352,152 0 352,152

５． 財政安定化基金拠出金 1 △1 0

１． 財政安定化基金拠出金 1 △1 0

６． 保健事業費 17,968 △1,072 16,896

１． 保健事業費 1,708 △196 1,512

２． 特定健康診査等事業費 13,194 △866 12,328

３． 人間ドック事業費 3,066 △10 3,056

７． 基金積立金 12,126 12,690 24,816

１． 基金積立金 12,126 12,690 24,816

８． 公債費 1 △1 0

１． 公債費 1 △1 0

歳               出               合               計 2,209,132 △71,800 2,137,332

－　２　－



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１．総　括
（歳　入） 国　　保　　 （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

１． 国民健康保険税 411,292 2,666 413,958

３． 県支出金 1,625,121 △76,403 1,548,718

４． 財産収入 1 1 2

６． 繰入金 145,812 △1,447 144,365

８． 諸収入 3,315 3,383 6,698

　　　　 歳          入          合          計 2,209,132 △71,800 2,137,332

－　３　－

（歳　出） 国　　保　　 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1. 総務費 25,354 △607 24,747 △607

2. 保険給付費 1,620,196 △82,809 1,537,387 △81,649 △840 △320

3. 国民健康保険事業費納付金 493,200 0 493,200 5,763 3,383 △9,146

5. 財政安定化基金拠出金 1 △1 0 △1

6. 保健事業費 17,968 △1,072 16,896 △517 △555

7. 基金積立金 12,126 12,690 24,816 1 12,689

8. 公債費 1 △1 0 △1

 歳     出     合     計 2,209,132 △71,800 2,137,332 △76,403 1,937 2,666

一 般 財 源



２．歳　入

（款） 1. 国民健康保険税    （項） 1. 国民健康保険税 国　　保　　 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 一般被保険者国民健康 406,881 2,561 409,442 2. 滞納繰越分 2,561 医療給付費分滞納繰越分                  2,134

保険税 後期高齢者支援金分滞納繰越分                    341

介護納付金分滞納繰越分                     86

2. 退職被保険者等国民健 4,411 105 4,516 2. 滞納繰越分 105 医療給付費分滞納繰越分                     66

康保険税 後期高齢者支援金分滞納繰越分                     27

介護納付金分滞納繰越分                     12

　 　　計 411,292 2,666 413,958

（款） 3. 県支出金    （項） 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金 1,625,121 △76,403 1,548,718 1. 普通交付金 △81,649 普通交付金 △ 81,649

2. 特別交付金 5,246 特別調整交付金分 △ 517

県繰入分 5,763

　 　　計 1,625,121 △76,403 1,548,718

（款） 4. 財産収入    （項） 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金 1 1 2 1. 利子及び配当金 1 国保財政調整基金積立金利子                      1

　 　　計 1 1 2

（款） 6. 繰入金    （項） 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金 145,811 △1,447 144,364 1. 一般会計繰入金 △1,447 職員給与費等繰入金                  △607

出産育児一時金等繰入金                  △840

　 　　計 145,811 △1,447 144,364

－　４　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 8. 諸収入    （項） 1. 延滞金、加算金及び過料 国　　保　　 （単位：千円）

1. 延滞金 3,047 2,066 5,113 1. 一般被保険者延滞金 2,066 国民健康保険税延滞金                  2,066

　 　　計 3,047 2,066 5,113

（款） 8. 諸収入    （項） 3. 雑入

2. 第三者納付金 12 1,185 1,197 1. 一般被保険者分第三者 1,185 第三者納付金                  1,185

納付金

3. 返納金 201 170 371 1. 一般被保険者返納金 170 返納金                    170

4. 雑入 50 △38 12 1. 雑入 △38 雑入                   △38

　 　　計 267 1,317 1,584

－　５　－



３．歳　出

（款） 1. 総務費  （項） 1. 総務管理費 国　　保　　 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 一般管理費 23,515 △516 22,999 △516 3. 職員手当等 △87 扶養手当             30

時間外勤務手当          △132

児童手当             15

9. 旅費 △1 費用弁償            △1

11. 需用費 △79 消耗品費           △30

印刷製本費           △49

12. 役務費 △349 通信運搬費          △100

手数料          △249

2. 国民健康保 1,756 △36 1,720 △36 19. 負担金、補 △36 連合会負担金           △36

険団体連合 助及び交付

会負担金 金

　計 25,271 △552 24,719 △552

（款） 1. 総務費  （項） 2. 徴収費

1. 賦課徴収費 10 △10 0 △10 11. 需用費 △10 印刷製本費           △10

2. 滞納処分費 1 △1 0 △1 12. 役務費 △1 通信運搬費            △1

　計 11 △11 0 △11

（款） 1. 総務費  （項） 3. 運営協議会費

1. 運営協議会 72 △44 28 △44 1. 報酬 △20 委員報酬           △20

費

9. 旅費 △14 費用弁償           △14

節

一般財源

－　６　－



（款） 1. 総務費    （項） 3. 運営協議会費 国　　保　　 （単位：千円）

11. 需用費 △10 消耗品費           △10

　計 72 △44 28 △44

（款） 2. 保険給付費  （項） 1. 療養諸費

1. 一般被保険 1,353,640 △48,285 1,305,355 △48,285 19. 負担金、補 △48,285 療養給付費       △48,285

者療養給付 助及び交付

費 金

2. 退職被保険 12,178 △2,670 9,508 △2,670 19. 負担金、補 △2,670 療養給付費        △2,670

者等療養給 助及び交付

付費 金

3. 一般被保険 5,480 △79 5,401 △79 19. 負担金、補 △79 療養費           △79

者療養費 助及び交付

金

4. 退職被保険 60 △25 35 △25 19. 負担金、補 △25 療養費           △25

者等療養費 助及び交付

金

5. 審査支払手 4,725 △240 4,485 △240 12. 役務費 △240 手数料          △240

数料

　計 1,376,083 △51,299 1,324,784 △51,299

（款） 2. 保険給付費  （項） 2. 高額療養費

1. 一般被保険 235,089 △29,410 205,679 △29,410 19. 負担金、補 △29,410 高額療養費       △29,410

者高額療養 助及び交付

費 金

2. 退職被保険 2,032 △608 1,424 △608 19. 負担金、補 △608 高額療養費          △608

者等高額療 助及び交付

養費 金

　計 237,121 △30,018 207,103 △30,018

－　７　－



（款） 2. 保険給付費  （項） 3. 移送費 国　　保　　 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 一般被保険 10 △10 0 △10 19. 負担金、補 △10 移送費           △10

者移送費 助及び交付

金

2. 退職被保険 10 △10 0 △10 19. 負担金、補 △10 移送費           △10

者等移送費 助及び交付

金

　計 20 △20 0 △20

（款） 2. 保険給付費  （項） 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一 5,880 △1,260 4,620 △840 △420 19. 負担金、補 △1,260 出産育児一時金        △1,260

時金 助及び交付

金

　計 5,880 △1,260 4,620 △840 △420

（款） 2. 保険給付費  （項） 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費 780 100 880 100 19. 負担金、補 100 葬祭費            100

助及び交付

金

　計 780 100 880 100

節

一般財源

－　８　－



（款） 2. 保険給付費  （項） 6. 高額介護合算療養費 国　　保　　 （単位：千円）

1. 一般被保険 284 △284 0 △284 19. 負担金、補 △284 高額介護合算療養費          △284

者高額介護 助及び交付

合算療養費 金

2. 退職被保険 28 △28 0 △28 19. 負担金、補 △28 高額介護合算療養費           △28

者高額介護 助及び交付

合算療養費 金

　計 312 △312 0 △312

（款） 3. 国民健康保険事業費納付金  （項） 1. 医療給付費分

1. 一般被保険 348,375 0 348,375 5,763 3,383 △9,146 財源組替               

者医療給付

費分

　計 352,152 0 352,152 5,763 3,383 △9,146

（款） 5. 財政安定化基金拠出金  （項） 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 1 △1 0 △1 19. 負担金、補 △1 財政安定化基金拠出金            △1

基金拠出金 助及び交付

金

　計 1 △1 0 △1

（款） 6. 保健事業費  （項） 1. 保健事業費

1. 保健事業推 1,708 △196 1,512 △196 8. 報償費 △30 報償金           △30

進費

11. 需用費 △96 消耗品費           △96

12. 役務費 △53 通信運搬費           △53

13. 委託料 △17 ジェネリック差額通知作成委託料           △17

　計 1,708 △196 1,512 △196

－　９　－



（款） 6. 保健事業費  （項） 2. 特定健康診査等事業費 国　　保　　 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 特定健康診 13,194 △866 12,328 △517 △349 7. 賃金 △237 臨時職員          △237

査等事業費

11. 需用費 △113 消耗品費           △34

印刷製本費           △79

13. 委託料 △516 健診受診勧奨センター委託料          △516

　計 13,194 △866 12,328 △517 △349

（款） 6. 保健事業費  （項） 3. 人間ドック事業費

1. 人間ドック 3,066 △10 3,056 △10 11. 需用費 △10 消耗品費           △10

事業費

　計 3,066 △10 3,056 △10

（款） 7. 基金積立金  （項） 1. 基金積立金

1. 財政調整基 12,126 12,690 24,816 1 12,689 25. 積立金 12,690 財政調整基金積立金         12,688

金積立金 財政調整基金利子積立金              2

　計 12,126 12,690 24,816 1 12,689

（款） 8. 公債費  （項） 1. 公債費

1. 利子 1 △1 0 △1 23. 償還金、利 △1 一時借入金利子            △1

子及び割引

料

　計 1 △1 0 △1

節

一般財源

－　１０　－


