
議案第４号 

 

 

令和元年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

令和元年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算（第４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５，３１１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２，１３２，６８６千円とする。 

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。 
 
 
 
 
 



 

 

 

令和 ２ 年 ３ 月 ４ 日  提 出 

 

                   琴 浦 町 長  小 松 弘 明 

 

 

令和 ２ 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

３． 県支出金 1,579,703 △2,080 1,577,623

１． 県補助金 1,579,703 △2,080 1,577,623

４． 財産収入 1 74 75

１． 財産運用収入 1 74 75

６． 繰入金 138,129 △3,381 134,748

１． 一般会計繰入金 138,128 △3,381 134,747

８． 諸収入 5,365 76 5,441

３． 雑入 2,690 76 2,766

歳               入               合               計 2,137,997 △5,311 2,132,686

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 21,323 △178 21,145

１． 総務管理費 21,256 △141 21,115

２． 徴収費 11 △11 0

３． 運営協議会費 56 △26 30

２． 保険給付費 1,564,447 △4,518 1,559,929

１． 療養諸費 1,335,373 △1,430 1,333,943

２． 高額療養費 222,430 △400 222,030

３． 移送費 20 △20 0

４． 出産育児諸費 5,460 △2,520 2,940

５． 葬祭諸費 720 △120 600

６． 高額介護合算療養費 444 △28 416

３． 国民健康保険事業費納付金 517,221 0 517,221

１． 医療給付費分 377,470 0 377,470

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 19,051 △663 18,388

１． 保健事業費 2,840 △150 2,690

２． 特定健康診査等事業費 13,206 △513 12,693

７． 基金積立金 10,275 1,139 11,414

１． 基金積立金 10,275 1,139 11,414

９． 諸支出金 4,677 △1,090 3,587

１． 償還金及び還付加算金 2,350 △1,050 1,300

２． 還付加算金 60 △40 20

歳               出               合               計 2,137,997 △5,311 2,132,686

－　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

３． 県支出金 1,579,703 △2,080 1,577,623

４． 財産収入 1 74 75

６． 繰入金 138,129 △3,381 134,748

８． 諸収入 5,365 76 5,441

　　　　 歳          入          合          計 2,137,997 △5,311 2,132,686

－　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 21,323 △178 21,145 △178

2. 保険給付費 1,564,447 △4,518 1,559,929 △1,954 △1,604 △960

3. 国民健康保険事業費納付金 517,221 0 517,221 △1,523 1,523

5. 財政安定化基金拠出金 1 △1 0 △1

6. 保健事業費 19,051 △663 18,388 △126 △537

7. 基金積立金 10,275 1,139 11,414 74 1,065

9. 諸支出金 4,677 △1,090 3,587 △1,090

 歳     出     合     計 2,137,997 △5,311 2,132,686 △2,080 △3,231 0

一 般 財 源



２．歳　入

（款） 3. 県支出金    （項） 1. 県補助金 国　　保　　 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 保険給付費等交付金 1,579,703 △2,080 1,577,623 1. 普通交付金 △1,954 普通交付金 △ 1,954

2. 特別交付金 △126 特別調整交付金分 △ 126

　 　　計 1,579,703 △2,080 1,577,623

（款） 4. 財産収入    （項） 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金 1 74 75 1. 利子及び配当金 74 国保財政調整基金積立金利子                     74

　 　　計 1 74 75

（款） 6. 繰入金    （項） 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金 138,128 △3,381 134,747 1. 一般会計繰入金 △3,381 職員給与費等繰入金                  △178

出産育児一時金等繰入金                △1,680

その他（法定外）繰入金                △1,523

　 　　計 138,128 △3,381 134,747

（款） 8. 諸収入    （項） 3. 雑入

3. 返納金 201 76 277 1. 一般被保険者返納金 76 返納金                     76

　 　　計 2,690 76 2,766

－　４　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



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 19,413 △141 19,272 △141 7. 賃金 △36 臨時職員           △36

11. 需用費 △48 消耗品費           △48

12. 役務費 △57 通信運搬費           △77

手数料             20

　計 21,256 △141 21,115 △141

（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 56 △26 30 △26 1. 報酬 △6 委員報酬            △6

費

9. 旅費 △10 費用弁償           △10

11. 需用費 △10 消耗品費           △10

　計 56 △26 30 △26

節

一般財源

－　５　－



（款） 2. 保険給付費  （項） 1. 療養諸費 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 1,321,561 0 1,321,561 △76 76 財源組替               

者療養給付

費

2. 退職被保険 2,818 △1,200 1,618 △1,200 19. 負担金、補 △1,200 療養給付費        △1,200

者等療養給 助及び交付

付費 金

4. 退職被保険 60 △30 30 △30 19. 負担金、補 △30 療養費           △30

者等療養費 助及び交付

金

5. 審査支払手 4,574 △200 4,374 △200 12. 役務費 △200 手数料          △200

数料

　計 1,335,373 △1,430 1,333,943 △1,506 76

（款） 2. 保険給付費  （項） 2. 高額療養費

2. 退職被保険 498 △400 98 △400 19. 負担金、補 △400 高額療養費          △400

者等高額療 助及び交付

養費 金

　計 222,430 △400 222,030 △400

－　６　－

節

一般財源



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

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 5,460 △2,520 2,940 △1,680 △840 19. 負担金、補 △2,520 出産育児一時金        △2,520

時金 助及び交付

金

　計 5,460 △2,520 2,940 △1,680 △840

（款） 2. 保険給付費  （項） 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費 720 △120 600 △120 19. 負担金、補 △120 葬祭費          △120

助及び交付

金

　計 720 △120 600 △120

（款） 2. 保険給付費  （項） 6. 高額介護合算療養費

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 444 △28 416 △28

－　７　－



（款） 3. 国民健康保険事業費納付金  （項） 1. 医療給付費分 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 375,537 0 375,537 △1,523 1,523 財源組替               

者医療給付

費分

　計 377,470 0 377,470 △1,523 1,523

（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 2,840 △150 2,690 △126 △24 7. 賃金 △79 臨時職員           △79

進費

11. 需用費 △71 消耗品費           △71

　計 2,840 △150 2,690 △126 △24

（款） 6. 保健事業費  （項） 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診 13,206 △513 12,693 △513 7. 賃金 △500 臨時職員          △500

査等事業費

12. 役務費 △13 通信運搬費           △13

　計 13,206 △513 12,693 △513

節

一般財源

－　８　－



（款） 7. 基金積立金  （項） 1. 基金積立金 国　　保　　 （単位：千円）

1. 財政調整基 10,275 1,139 11,414 74 1,065 25. 積立金 1,139 財政調整基金積立金          1,065

金積立金 財政調整基金利子積立金             74

　計 10,275 1,139 11,414 74 1,065

（款） 9. 諸支出金  （項） 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険 2,300 △1,000 1,300 △1,000 23. 償還金、利 △1,000 国保税還付金        △1,000

者保険税還 子及び割引

付金 料

2. 退職被保険 50 △50 0 △50 23. 償還金、利 △50 国保税還付金           △50

者等保険税 子及び割引

還付金 料

　計 2,350 △1,050 1,300 △1,050

（款） 9. 諸支出金  （項） 2. 還付加算金

1. 一般被保険 50 △30 20 △30 23. 償還金、利 △30 加算金           △30

者保険税還 子及び割引

付加算金 料

2. 退職被保険 10 △10 0 △10 23. 償還金、利 △10 加算金           △10

者等保険税 子及び割引

還付加算金 料

　計 60 △40 20 △40

－　９　－


