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議案第６号 
 
   平成２１年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号） 
 
 平成２１年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（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に、歳入歳出それぞれ１，８２４，３６８千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，９６２，３３２千円とする。 
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２２年２月２５日提出 
 

福島県後期高齢者医療広域連合長 瀬 戸 孝 則 
 



　歳　入 (単位   千円)

2. 国庫支出金 223,315 1,825,174 2,048,489

1. 国庫負担金 11,540 △806 10,734

2. 国庫補助金 211,775 1,825,980 2,037,755

3. 県支出金 11,540 △806 10,734

1. 県負担金 11,540 △806 10,734

1,137,964 1,824,368 2,962,332

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 106,366 △19,048 87,318

1. 総務管理費 106,078 △19,048 87,030

3. 民生費 986,031 1,824,369 2,810,400

1. 社会福祉費 986,031 1,824,369 2,810,400

4. 予備費 44,347 19,047 63,394

1. 予備費 44,347 19,047 63,394

1,137,964 1,824,368 2,962,332

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



１　総　　括

（単位   千円）

2. 国庫支出金 223,315 1,825,174 2,048,489

3. 県支出金 11,540 △806 10,734

1,137,964 1,824,368 2,962,332

款 計補正前の額 補　正　額

歳　　入

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　　入　　合　　計



（単位   千円）

一　般

財　源

2. 総務費 106,366 △19,048 87,318 △19,048

3. 民生費 986,031 1,824,369 2,810,400 1,824,368 1

4. 予備費 44,347 19,047 63,394 19,047

1,137,964 1,824,368 2,962,332 1,824,368

補　正　額 計

歳　出　合　計

その他

款

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源

国県支出金 地方債

歳　　出

補正前の額



2  歳　入

(款) 2.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金

 1. 保険料不均一賦課負担金 11,540 △806 10,734

11,540 △806 10,734

(款) 2.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

 1. 民生費国庫補助金 211,775 1,825,980 2,037,755

211,775 1,825,980 2,037,755

(款) 3.県支出金 (項) 1.県負担金

 1. 保険料不均一賦課負担金 11,540 △806 10,734

11,540 △806 10,734

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額

計

計



（単位   千円）

 1. 保険料不均一賦課負 △806 ○保険料不均一賦課国庫負担金 △806

担金

（単位   千円）

 1. 社会福祉費補助金 1,825,980 ○高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 1,825,980

（単位   千円）

 1. 保険料不均一賦課負 △806 ○保険料不均一賦課県負担金 △806

担金

区　　分
説　　明

節

金　額

節
説　　明

区　　分 金　額

節
説　　明

区　　分 金　額



3  歳　出

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

 1. 一般管理費 105,855 △19,048 86,807 △19,048

106,078 △19,048 87,030 △19,048

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

 1. 老人福祉費 986,031 1,824,369 2,810,400 国庫支出金 1

1,825,174

県支出金
△806

986,031 1,824,369 2,810,400 1,824,368 1

(款) 4.予備費 (項) 1.予備費

 1. 予備費 44,347 19,047 63,394 19,047

44,347 19,047 63,394 19,047計

特　定　財　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

計

目 補正前の額 補　正　額

特　定　財　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

計

目 補正前の額 補　正　額

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金

特　定　財　源
一般財源

地方債 その他



（単位   千円）

11. 需用費 △7,350 ◇広報事業 △19,048

12. 役務費 △11,698 　○全戸配布用チラシ作成、新聞広告掲載  △19,048 

（単位   千円）

25. 積立金 1,825,981 ◇後期高齢者医療事業 1,824,369

28. 繰出金 △1,612 　○後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金  1,825,981 

　○保険料不均一賦課繰出金    △1,612 

（単位   千円）

節

説　　   明
区　　分 金   額

節

説　　   明
区　　分 金   額

節

説　　   明
区　　分 金   額



 



 

  

議案第７号 
 
   平成２１年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 
 
 平成２１年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（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１０，２０４，６１８千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１１，２８２，４７４千円とする。 
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２２年２月２５日提出 
 

福島県後期高齢者医療広域連合長 瀬 戸 孝 則 
 



　歳　入 (単位   千円)

1. 市町村支出金 33,767,139 △878,770 32,888,369

1. 市町村負担金 33,767,139 △878,770 32,888,369

2. 国庫支出金 72,536,674 △2,828,317 69,708,357

1. 国庫負担金 52,108,592 △2,204,803 49,903,789

2. 国庫補助金 20,428,082 △623,514 19,804,568

3. 県支出金 17,751,554 △716,861 17,034,693

1. 県負担金 17,751,552 △716,861 17,034,691

4. 支払基金交付金 90,683,513 △5,736,762 84,946,751

1. 支払基金交付金 90,683,513 △5,736,762 84,946,751

5. 特別高額医療費共同事業交付金 11,443 23,613 35,056

1. 特別高額医療費共同事業交付金 11,443 23,613 35,056

6. 繰入金 2,313,386 △82,789 2,230,597

1. 一般会計繰入金 646,120 △1,612 644,508

2. 基金繰入金 1,667,266 △81,177 1,586,089

9. 諸収入 122,347 15,268 137,615

2. 預金利子 1 15,268 15,269

221,487,092 △10,204,618 211,282,474

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

1. 総務費 686,462 10,127 696,589

1. 総務管理費 686,462 10,127 696,589

2. 保険給付費 216,726,531 △11,322,261 205,404,270

1. 療養諸費 208,781,679 △11,322,261 197,459,418

4. 特別高額医療費共同事業拠出金 11,616 21,413 33,029

1. 特別高額医療費共同事業拠出金 11,616 21,413 33,029

7. 諸支出金 1,477,320 113,009 1,590,329

1. 償還金及び還付加算金 1,477,320 113,009 1,590,329

8. 予備費 2,073,236 973,094 3,046,330

1. 予備費 2,073,236 973,094 3,046,330

221,487,092 △10,204,618 211,282,474

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



１　総　　括

（単位   千円）

1. 市町村支出金 33,767,139 △878,770 32,888,369

2. 国庫支出金 72,536,674 △2,828,317 69,708,357

3. 県支出金 17,751,554 △716,861 17,034,693

4. 支払基金交付金 90,683,513 △5,736,762 84,946,751

5. 特別高額医療費共同事業交付金 11,443 23,613 35,056

6. 繰入金 2,313,386 △82,789 2,230,597

9. 諸収入 122,347 15,268 137,615

221,487,092 △10,204,618 211,282,474

款 計補正前の額 補　正　額

歳　　入

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　　入　　合　　計



（単位   千円）

一　般

財　源

1. 総務費 686,462 10,127 696,589 16,662 △6,535

2. 保険給付費 216,726,531 △11,322,261 205,404,270 △3,587,914 △6,457,121 △1,277,226

4.
特別高額医
療費共同事
業拠出金

11,616 21,413 33,029 21,414 △1

7. 諸支出金 1,477,320 113,009 1,590,329 113,009

8. 予備費 2,073,236 973,094 3,046,330 973,094

221,487,092 △10,204,618 211,282,474 △3,549,838 △6,457,121 △197,659

補　正　額 計

歳　出　合　計

その他

款

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源

国県支出金 地方債

歳　　出

補正前の額



2  歳　入

(款) 1.市町村支出金 (項) 1.市町村負担金

 1. 保険料等負担金 16,449,606 △247,516 16,202,090

 2. 療養給付費負担金 17,178,521 △631,254 16,547,267

33,767,139 △878,770 32,888,369

(款) 2.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金

 1. 療養給付費負担金 51,535,561 △2,231,914 49,303,647

 2. 高額医療費負担金 573,031 27,111 600,142

52,108,592 △2,204,803 49,903,789

(款) 2.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

 1. 調整交付金 20,368,846 △651,250 19,717,596

 2. 後期高齢者補助金 59,236 27,736 86,972

20,428,082 △623,514 19,804,568

(款) 3.県支出金 (項) 1.県負担金

 1. 療養給付費負担金 17,178,521 △743,972 16,434,549

 2. 高額医療費負担金 573,031 27,111 600,142

17,751,552 △716,861 17,034,691

(款) 4.支払基金交付金 (項) 1.支払基金交付金

 1. 後期高齢者交付金 90,683,513 △5,736,762 84,946,751

90,683,513 △5,736,762 84,946,751

(款) 5.特別高額医療費共同事業交付金 (項) 1.特別高額医療費共同事業交付金

 1. 特別高額医療費共同事業交付金 11,443 23,613 35,056

11,443 23,613 35,056

(款) 6.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金

 1. 一般会計繰入金 646,120 △1,612 644,508

646,120 △1,612 644,508計

計

計

目 補正前の額 補　正　額

計

計

目 補正前の額 補　正　額

計

計

目 補正前の額 補　正　額

計

計

目 補正前の額 補　正　額

計

計

目 補正前の額 補　正　額

目 補正前の額 補　正　額 計

目 補正前の額 補　正　額 計

計



（単位   千円）

 1. 保険料等負担金 △247,516 ○後期高齢者医療保険料 △452,331

○保険基盤安定負担金 202,815

○その他納付金 2,000

 1. 現年度分 △743,972 ○療養給付費市町村負担金現年度分 △743,972

 2. 過年度分 112,718 ○療養給付費市町村負担金過年度分 112,718

（単位   千円）

 1. 現年度分 △2,231,914 ○療養給付費国庫負担金現年度分 △2,231,914

 1. 現年度分 27,111 ○高額医療費国庫負担金現年度分 27,111

（単位   千円）

 1. 調整交付金 △651,250 ○普通調整交付金 △666,250

○特別調整交付金 15,000

 1. 後期高齢者補助金 27,736 ○医療費適正化事業国庫補助金 1,662

○特別高額医療費共同事業国庫補助金 26,074

（単位   千円）

 1. 現年度分 △743,972 ○療養給付費県負担金現年度分 △743,972

 1. 現年度分 27,111 ○高額医療費県負担金現年度分 27,111

（単位   千円）

 1. 現年度分 △5,736,762 ○後期高齢者交付金現年度分 △5,736,762

（単位   千円）

 1. 特別高額医療費共同 23,613 ○特別高額医療費共同事業交付金 23,613

事業交付金

（単位   千円）

 2. 保険料不均一賦課繰 △1,612 ○保険料不均一賦課繰入金 △1,612

入金

節
説　　明

区　　分 金　額

節
説　　明

区　　分 金　額

節
説　　明

区　　分 金　額

節
説　　明

区　　分 金　額

節
説　　明

区　　分 金　額

節
説　　明

区　　分 金　額

区　　分
説　　明

節

金　額



(款) 6.繰入金 (項) 2.基金繰入金

 1. 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 1,667,266 △81,177 1,586,089

1,667,266 △81,177 1,586,089

(款) 9.諸収入 (項) 2.預金利子

 1. 預金利子 1 15,268 15,269

1 15,268 15,269計

計

計

目 補正前の額 補　正　額

目 補正前の額 補　正　額 計



（単位   千円）

 1. 後期高齢者医療制度 △81,177 ○後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 △81,177

臨時特例基金繰入金

（単位   千円）

 1. 預金利子 15,268 ○歳計現金預金利子 15,268

金　額

節
説　　明

区　　分

節
説　　明

区　　分 金　額



3  歳　出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

 1. 一般管理費 686,462 10,127 696,589 国庫支出金 △6,535

16,662

686,462 10,127 696,589 16,662 △6,535

(款) 2.保険給付費 (項) 1.療養諸費

 1. 療養給付費 207,831,001 △ 196,482,088 国庫支出金 市町村支出金 △1,289,765

11,348,913 △2,877,791 △745,448

県支出金 支払基金交付金

△718,485 △5,741,037

特別高額医療費

共同事業交付金

23,613

 2. 訪問看護療養費 382,203 14,615 396,818 国庫支出金 市町村支出金 502

6,738 1,476

県支出金 支払基金交付金

1,624 4,275

 5. 審査支払手数料 568,260 12,037 580,297 12,037

208,781,679 △ 197,459,418 △3,587,914 △6,457,121 △1,277,226

11,322,261

特　定　財　源
一般財源

地方債 その他

計

目 補正前の額

計

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金

補　正　額 特　定　財　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

計

補 正 額 の 財 源 内 訳



（単位   千円）

11. 需用費 △3,872 ◇電算処理委託費 4,757

12. 役務費 △1,321 　○後期高齢者医療システム管理委託料     4,757 

13. 委託料 △3,269 ◇給付管理費 △5,125

19. 負担金・補助 18,589   ○療養費審査支払手数料       627 

及び交付金 　○レセプトデータ管理、高額療養費支給決定通知作成等委託料   △5,896 

　○医療給付実態調査データ作成委託料 144 

◇医療費適正化事業 1,204

　○後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進費     3,251 

　○レセプト二次点検委託料等 　△2,047 

◇後期高齢者医療制度臨時特例基金事業 △5,709

  ○広報活動全戸配布用チラシ作成、新聞広告掲載  △9,298 

　○広報活動実施市町村補助金    △1,615 

　○相談体制整備等市町村補助金 5,204 

◇後期高齢者医療特別対策事業 15,000

　○長寿・健康増進事業実施市町村補助金 　 15,000 

（単位   千円）

19. 負担金・補助 △ ◇療養の給付費 △

及び交付金 11,348,913 11,474,739

　○医科（入院） △
7,864,674 

　○医科（入院外） △
4,657,670 

　○調剤 1,047,605 

◇入院時食事療養費 △1,418

　○入院時食事療養費差額 　△1,418 

◇療養費 127,244

　○一般診療        93 

　○補装具   △4,719 

　○柔道整復    14,106 

　○あんま・マッサージ 　110,006 

　○はり・きゅう     7,758 

19. 負担金・補助 14,615 ◇訪問看護療養費 14,615

及び交付金

12. 役務費 12,037 ◇審査支払手数料 12,037

節

説　　   明
区　　分 金   額

節

説　　   明
区　　分 金   額



(款) 4.特別高額医療費共同事業拠出金 (項) 1.特別高額医療費共同事業拠出金

 1. 特別高額医療費 11,444 21,413 32,857 国庫支出金 △1

共同事業拠出金 21,414

11,616 21,413 33,029 21,414 △1

(款) 7.諸支出金 (項) 1.償還金及び還付加算金

 2. 償還金 1,402,489 113,009 1,515,498 113,009

1,477,320 113,009 1,590,329 113,009

(款) 8.予備費 (項) 1.予備費

 1. 予備費 2,073,236 973,094 3,046,330 973,094

2,073,236 973,094 3,046,330 973,094

目 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

その他

特　定　財　源
一般財源

国県支出金 地方債

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

計

目 補正前の額 補　正　額 特　定　財　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

計

計

補 正 額 の 財 源 内 訳



（単位   千円）

19. 負担金・補助 21,413 ◇特別高額医療費共同事業拠出金 21,413

及び交付金

（単位   千円）

23. 償還金・利子 113,009 ◇療養給付費負担金等償還金 113,009

及び割引料   ○後期高齢者医療保険料償還金       290 

　○療養給付費市町村負担金償還金   112,719 

（単位   千円）

節

説　　   明
区　　分 金   額

節

説　　   明
区　　分 金   額

説　　   明
区　　分 金   額

節




