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 １ 

議案第５号 
 
   平成２２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２２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１，６３５，０１０千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，５３０，３７８千円とする。 
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２３年２月２３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 7,887 1,635,672 1,643,559

1. 国庫負担金 7,887 △662 7,225

2. 国庫補助金 0 1,636,334 1,636,334

3. 県支出金 7,887 △662 7,225

1. 県負担金 7,887 △662 7,225

895,368 1,635,010 2,530,378

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

2

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 83,857 △2 83,855

1. 総務管理費 83,612 △2 83,610

3. 民生費 750,072 1,635,012 2,385,084

1. 社会福祉費 750,072 1,635,012 2,385,084

895,368 1,635,010 2,530,378

補 正 額 計

3

款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



１　総　　括

（単位   千円）

2. 国庫支出金 7,887 1,635,672 1,643,559

3. 県支出金 7,887 △662 7,225

895,368 1,635,010 2,530,378

4

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 83,857 △2 83,855 △2

3. 民生費 750,072 1,635,012 2,385,084 1,635,010 2

895,368 1,635,010 2,530,378 1,635,010

補　正　額 計

歳　出　合　計

5

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 7,887 △662 7,225

7,887 △662 7,225

(款) 2.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

 1. 民生費国庫補助金 0 1,636,334 1,636,334

0 1,636,334 1,636,334

(款) 3.県支出金 (項) 1.県負担金

 1. 保険料不均一賦課負担金 7,887 △662 7,225

7,887 △662 7,225計

計

計

目 補正前の額 補　正　額

計

計

目 補正前の額 補　正　額

 6 

目 補正前の額 補　正　額 計



（単位   千円）

 1. 保険料不均一賦課負 △662 ○保険料不均一賦課国庫負担金 △662

担金

（単位   千円）

 1. 社会福祉費補助金 1,636,334 ○高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 1,636,334

（単位   千円）

 1. 保険料不均一賦課負 △662 ○保険料不均一賦課県負担金 △662

担金

節
説　　明

区　　分 金　額

節
説　　明

区　　分 金　額
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区　　分
説　　明

節

金　額



3  歳　出

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

 1. 一般管理費 83,392 △2 83,390 △2

83,612 △2 83,610 △2

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

 1. 老人福祉費 750,072 1,635,012 2,385,084 国庫支出金 2

1,635,672

県支出金

△662

750,072 1,635,012 2,385,084 1,635,010 2

特　定　財　源
一般財源

地方債 その他

 8 

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金

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）

 4. 共済費 62 ◇臨時職員雇用費 62

12. 役務費 △64 　○臨時職員社会保険料 62 

◇事務局管理運営費 △64

　○通信運搬費 △64 

（単位   千円）

25. 積立金 1,636,335 ◇後期高齢者医療事業 1,635,012

28. 繰出金 △1,323 　○後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金 1,636,335 

　○保険料不均一賦課繰出金 △1,323 
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節

説　　   明
区　　分 金   額

説　　   明
区　　分 金   額

節



10

≪　調整ページ　≫
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議案第６号 
 
   平成２２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２２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３，３４２，７１６千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２３，３４１，３５５千円とする。 
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２３年２月２３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 34,265,280 △579,094 33,686,186

1. 市町村負担金 34,265,280 △579,094 33,686,186

2. 国庫支出金 73,212,589 △1,048,259 72,164,330

1. 国庫負担金 52,869,832 △1,031,941 51,837,891

2. 国庫補助金 20,342,757 △16,318 20,326,439

3. 県支出金 18,038,109 △343,980 17,694,129

1. 県負担金 18,038,107 △343,980 17,694,127

4. 支払基金交付金 89,453,087 △1,073,719 88,379,368

1. 支払基金交付金 89,453,087 △1,073,719 88,379,368

5. 特別高額医療費共同事業交付金 35,056 1,453 36,509

1. 特別高額医療費共同事業交付金 35,056 1,453 36,509

6. 繰入金 2,431,517 △226,992 2,204,525

1. 一般会計繰入金 618,327 △1,323 617,004

2. 基金繰入金 1,813,190 △225,669 1,587,521

9. 諸収入 158,463 △72,125 86,338

3. 雑入 158,460 △72,125 86,335

226,684,071 △3,342,716 223,341,355

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正
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款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

1. 総務費 751,682 △55,741 695,941

1. 総務管理費 751,682 △55,741 695,941

2. 保険給付費 217,645,941 △3,568,503 214,077,438

1. 療養諸費 209,755,166 △3,829,470 205,925,696

2. 高額療養諸費 7,118,075 260,967 7,379,042

4. 特別高額医療費共同事業拠出金 37,690 3,472 41,162

1. 特別高額医療費共同事業拠出金 37,690 3,472 41,162

7. 諸支出金 4,750,190 9,224 4,759,414

1. 償還金及び還付加算金 4,750,190 9,224 4,759,414

8. 予備費 2,972,500 268,832 3,241,332

1. 予備費 2,972,500 268,832 3,241,332

226,684,071 △3,342,716 223,341,355

補 正 額 計

13

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 34,265,280 △579,094 33,686,186

2. 国庫支出金 73,212,589 △1,048,259 72,164,330

3. 県支出金 18,038,109 △343,980 17,694,129

4. 支払基金交付金 89,453,087 △1,073,719 88,379,368

5. 特別高額医療費共同事業交付金 35,056 1,453 36,509

6. 繰入金 2,431,517 △226,992 2,204,525

9. 諸収入 158,463 △72,125 86,338

226,684,071 △3,342,716 223,341,355

14

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 751,682 △55,741 695,941 △1,032 △54,709

2. 保険給付費 217,645,941 △3,568,503 214,077,438 △1,375,921 △1,488,371 △704,211

4.
特別高額医
療費共同事
業拠出金

37,690 3,472 41,162 △15,286 18,758

7. 諸支出金 4,750,190 9,224 4,759,414 9,224

8. 予備費 2,972,500 268,832 3,241,332 268,832

226,684,071 △3,342,716 223,341,355 △1,392,239 △1,488,371 △462,106

15

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 補　正　額 計

歳　出　合　計



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 16,716,514 △235,114 16,481,400

 2. 療養給付費負担金 17,415,863 △343,980 17,071,883

34,265,280 △579,094 33,686,186

(款) 2.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金

 1. 療養給付費負担金 52,247,588 △1,031,941 51,215,647

52,869,832 △1,031,941 51,837,891

(款) 2.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

 2. 後期高齢者補助金 113,514 △16,318 97,196

20,342,757 △16,318 20,326,439

(款) 3.県支出金 (項) 1.県負担金

 1. 療養給付費負担金 17,415,863 △343,980 17,071,883

18,038,107 △343,980 17,694,127

(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 89,453,087 △1,073,719 88,379,368

89,453,087 △1,073,719 88,379,368

(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 35,056 1,453 36,509

35,056 1,453 36,509

(款) 6.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金

 1. 一般会計繰入金 618,327 △1,323 617,004

618,327 △1,323 617,004計
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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 △235,114 ○後期高齢者医療保険料 △266,862

○保険基盤安定負担金 31,748

 1. 現年度分 △343,980 ○療養給付費市町村負担金現年度分 △343,980

（単位   千円）

 1. 現年度分 △1,031,941 ○療養給付費国庫負担金現年度分 △1,031,941

（単位   千円）

 1. 後期高齢者補助金 △16,318 ○医療費適正化事業補助金 △1,032

○特別高額医療費共同事業国庫補助金 △15,286

（単位   千円）

 1. 現年度分 △343,980 ○療養給付費県負担金現年度分 △343,980

（単位   千円）

 1. 現年度分 △1,073,719 ○後期高齢者交付金現年度分 △1,073,719

（単位   千円）

 1. 特別高額医療費共同 1,453 ○特別高額医療費共同事業交付金 1,453

事業交付金

（単位   千円）

 2. 保険料不均一賦課繰 △1,323 ○保険料不均一賦課繰入金 △1,323

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
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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 1,813,190 △225,669 1,587,521

1,813,190 △225,669 1,587,521

(款) 9.諸収入 (項) 3.雑入

 1. 第三者納付金 158,458 △72,125 86,333

158,460 △72,125 86,335計

 18 

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 △225,669 ○後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 △225,669

臨時特例基金繰入金

（単位   千円）

 1. 第三者納付金 △72,125 ○第三者納付金 △72,125

金　額
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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 751,682 △55,741 695,941 国庫支出金 △54,709

△1,032

751,682 △55,741 695,941 △1,032 △54,709

(款) 2.保険給付費 (項) 1.療養諸費

 1. 療養給付費 208,740,486 △3,860,940 204,879,546 国庫支出金 市町村支出金 △755,852

△1,096,473 △365,490

県支出金 支払基金交付金

△365,490 △1,209,142

特別高額医療費

共同事業交付金

1,453

諸収入

△69,946

 2. 訪問看護療養費 421,804 31,176 452,980 国庫支出金 市町村支出金 5,476

7,170 2,390

県支出金 支払基金交付金

2,390 13,750

 4. 移送費 519 294 813 国庫支出金 市町村支出金 53

71 23

県支出金 支払基金交付金

23 124

209,755,166 △3,829,470 205,925,696 △1,452,309 △1,626,838 △750,323

(款) 2.保険給付費 (項) 2.高額療養諸費

 1. 高額療養費 6,939,293 260,967 7,200,260 国庫支出金 市町村支出金 46,112

57,291 19,097

県支出金 支払基金交付金

19,097 121,549

諸収入

△2,179

7,118,075 260,967 7,379,042 76,388 138,467 46,112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
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（単位   千円）

11. 需用費 △6,940 ◇電算処理委託費 △15,109

12. 役務費 △12,571 　○標準システム運用管理委託料 △15,109 

13. 委託料 △22,275 ◇給付管理費 △4,943

14. 使用料及び賃 11 　○高額療養費勧奨通知作成等委託料 415 

借料 　○療養費申請書入力業務委託料 532 

19. 負担金・補助 △13,966 　○高額介護合算療養費勧奨通知作成委託料等 792 

及び交付金 　○レセプト原本管理委託料 △6,682 

◇医療費適正化事業 △6,161

　○医療費通知システム改修委託料 630 

　○後発医薬品（ジェネリック医薬品）使用促進費 △6,802 

　○レセプト二次点検委託料等 11 

◇後期高齢者医療制度臨時特例基金事業 △29,528

　○広報活動費等 △15,562 

　○広報活動等市町村補助金 △13,966 

（単位   千円）

19. 負担金・補助 △3,860,940 ◇療養の給付費 △3,363,520

及び交付金 　○医科（入院） △124,685 

　○医科（入院外） △1,769,290 

　○歯科 △202,730 

　○調剤 △1,266,815 

◇入院時食事療養費 △661,994

　○入院時食事・生活療養費 △662,962 

　○入院時食事療養費差額 968 

◇療養費 164,574

　○一般診療 △35 

　○補装具 11,346 

　○柔道整復 21,257 

　○あんま・マッサージ 91,237 

　○はり・きゅう 39,882 

　○その他 887 

19. 負担金・補助 31,176 ◇訪問看護療養費 31,176

及び交付金

19. 負担金・補助 294 ◇移送費 294

及び交付金

（単位   千円）

19. 負担金・補助 260,967 ◇高額療養費 260,967

及び交付金

節

説　　   明
区　　分 金   額

節

説　　   明
区　　分 金   額
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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 37,518 3,472 40,990 国庫支出金 18,758

共同事業拠出金 △15,286

37,690 3,472 41,162 △15,286 18,758

(款) 7.諸支出金 (項) 1.償還金及び還付加算金

 1. 保険料還付金 22,688 9,069 31,757 9,069

 3. 還付加算金 43 155 198 155

4,750,190 9,224 4,759,414 9,224

(款) 8.予備費 (項) 1.予備費

 1. 予備費 2,972,500 268,832 3,241,332 268,832

2,972,500 268,832 3,241,332 268,832計

特　定　財　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他
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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

補 正 額 の 財 源 内 訳

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

目 補正前の額 補　正　額

計

特　定　財　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他



（単位   千円）

19. 負担金・補助 3,472 ◇特別高額医療費共同事業拠出金 3,472

及び交付金

（単位   千円）

23. 償還金・利子 9,069 ◇保険料還付金 9,069

及び割引料

23. 償還金・利子 155 ◇保険料還付加算金 155

及び割引料

（単位   千円）

区　　分 金   額
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節

説　　   明

節

説　　   明
区　　分 金   額

節

説　　   明
区　　分 金   額


