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議案第１号 

 

   平成２４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２４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５２千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１，２１６，１５６千円とする。 

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２５年２月１９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 3,838 △155 3,683

1. 国庫負担金 3,837 △155 3,682

3. 県支出金 3,837 △155 3,682

1. 県負担金 3,837 △155 3,682

4. 財産収入 2,376 133 2,509

1. 財産運用収入 2,376 133 2,509

7. 諸収入 215 229 444

1. 預金利子 180 229 409

1,216,104 52 1,216,156

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)

3. 民生費 1,102,028 △75 1,101,953

1. 社会福祉費 1,102,028 △75 1,101,953

4. 予備費 25,395 127 25,522

1. 予備費 25,395 127 25,522

1,216,104 52 1,216,156

補 正 額 計
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款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



１　総　　括

（単位   千円）

2. 国庫支出金 3,838 △155 3,683

3. 県支出金 3,837 △155 3,682

4. 財産収入 2,376 133 2,509

7. 諸収入 215 229 444

1,216,104 52 1,216,156
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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

3. 民生費 1,102,028 △75 1,101,953 △310 234 1

4. 予備費 25,395 127 25,522 128 △1

1,216,104 52 1,216,156 △310 362 0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 補　正　額 計



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 3,837 △155 3,682

3,837 △155 3,682

(款) 3.県支出金 (項) 1.県負担金

 1. 保険料不均一賦課負担金 3,837 △155 3,682

3,837 △155 3,682

(款) 4.財産収入 (項) 1.財産運用収入

 1. 財産貸付収入 891 △101 790

 2. 利子及び配当金 1,485 234 1,719

2,376 133 2,509

(款) 7.諸収入 (項) 1.預金利子

 1. 預金利子 180 229 409

180 229 409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
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目 補正前の額 補　正　額 計



（単位   千円）

 1. 保険料不均一賦課負 △155 ○保険料不均一賦課国庫負担金 △155

担金

（単位   千円）

 1. 保険料不均一賦課負 △155 ○保険料不均一賦課県負担金 △155

担金

（単位   千円）

 1. 建物貸付収入 △101 ○借上公舎入居料 △101

 1. 利子 234 ○後期高齢者医療制度臨時特例基金利子 234

（単位   千円）

 1. 預金利子 229 ○歳計現金預金利子 229

説　　明
区　　分 金　額

節

説　　明
区　　分 金　額

節

説　　明
区　　分 金　額

節
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区　　分
説　　明

節

金　額



3  歳　出

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

 1. 老人福祉費 1,102,028 △75 1,101,953 国庫支出金 財産収入 1

△155 234

県支出金

△155

1,102,028 △75 1,101,953 △310 234 1

(款) 4.予備費 (項) 1.予備費

 1. 予備費 25,395 127 25,522 財産収入 △1

△101

諸収入

229

25,395 127 25,522 128 △1

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

計

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

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）

25. 積立金 235 ◇後期高齢者医療事業 △75

28. 繰出金 △310 　○後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金 235 

　○保険料不均一賦課繰出金 △310 

（単位   千円）

節

説　　   明
区　　分 金   額
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節

説　　   明
区　　分 金   額
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≪　調整ページ　≫
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議案第２号 

 

   平成２４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２４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１０，７５０，８５４千円を減額

し､歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３２，３２８，８５６千円とする。 

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２５年２月１９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 34,336,923 △821,356 33,515,567

1. 市町村負担金 34,336,923 △821,356 33,515,567

2. 国庫支出金 84,422,620 △3,267,876 81,154,744

1. 国庫負担金 55,800,403 △2,193,360 53,607,043

2. 国庫補助金 28,622,217 △1,074,516 27,547,701

3. 県支出金 19,078,603 △728,273 18,350,330

1. 県負担金 19,078,601 △728,273 18,350,328

4. 支払基金交付金 94,051,934 △6,034,387 88,017,547

1. 支払基金交付金 94,051,934 △6,034,387 88,017,547

6. 繰入金 2,610,351 5,266 2,615,617

1. 一般会計繰入金 960,041 △311 959,730

2. 基金繰入金 1,650,310 5,577 1,655,887

9. 諸収入 132,287 95,772 228,059

2. 預金利子 1 14,695 14,696

3. 雑入 132,284 81,077 213,361

243,079,710 △10,750,854 232,328,856

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 1,113,113 △255,969 857,144

1. 総務管理費 1,113,113 △255,969 857,144

2. 保険給付費 234,000,456 △10,155,108 223,845,348

1. 療養諸費 226,304,194 △9,657,014 216,647,180

2. 高額療養諸費 6,846,812 △498,094 6,348,718

4. 特別高額医療費共同事業 52,723 448 53,171

拠出金
1. 特別高額医療費共同事業拠出金 52,723 448 53,171

7. 諸支出金 5,803,264 △1,103,205 4,700,059

1. 償還金及び還付加算金 5,788,168 △1,103,205 4,684,963

8. 予備費 1,464,039 762,980 2,227,019

1. 予備費 1,464,039 762,980 2,227,019

243,079,710 △10,750,854 232,328,856

補 正 額 計
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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 34,336,923 △821,356 33,515,567

2. 国庫支出金 84,422,620 △3,267,876 81,154,744

3. 県支出金 19,078,603 △728,273 18,350,330

4. 支払基金交付金 94,051,934 △6,034,387 88,017,547

6. 繰入金 2,610,351 5,266 2,615,617

9. 諸収入 132,287 95,772 228,059

243,079,710 △10,750,854 232,328,856
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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 1,113,113 △255,969 857,144 1,584,613 3,152 △1,843,734

2. 保険給付費 234,000,456 △10,155,108 223,845,348 △5,374,819 △5,465,289 685,000

4.
特別高額医
療費共同事
業拠出金

52,723 448 53,171 448

7. 諸支出金 5,803,264 △1,103,205 4,700,059 △1,303,718 200,513

8. 予備費 1,464,039 762,980 2,227,019 762,980

243,079,710 △10,750,854 232,328,856 △3,790,206 △6,765,855 △194,793

補正前の額 補　正　額 計

歳　出　合　計
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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



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 15,860,144 △203,227 15,656,917

 2. 療養給付費負担金 18,360,901 △618,129 17,742,772

34,336,923 △821,356 33,515,567

(款) 2.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金

 1. 療養給付費負担金 55,082,703 △2,203,860 52,878,843

 2. 高額医療費負担金 717,700 10,500 728,200

55,800,403 △2,193,360 53,607,043

(款) 2.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

 1. 調整交付金 24,080,711 1,192,074 25,272,785

 2. 後期高齢者補助金 4,541,506 △2,266,590 2,274,916

28,622,217 △1,074,516 27,547,701

(款) 3.県支出金 (項) 1.県負担金

 1. 療養給付費負担金 18,360,901 △734,620 17,626,281

 2. 高額医療費負担金 717,700 6,347 724,047

19,078,601 △728,273 18,350,328

(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 94,051,934 △6,034,387 88,017,547

94,051,934 △6,034,387 88,017,547

(款) 6.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金

 1. 一般会計繰入金 960,041 △311 959,730

960,041 △311 959,730

(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 1,650,310 5,577 1,655,887

1,650,310 5,577 1,655,887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 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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目 補正前の額 補　正　額 計



（単位   千円）

 1. 保険料等負担金 △203,227 ○後期高齢者医療保険料 △271,005

○保険基盤安定負担金 67,809

○その他納付金 △31

 1. 現年度分 △734,620 ○療養給付費市町村負担金現年度分 △734,620

 2. 過年度分 116,491 ○療養給付費市町村負担金過年度分 116,491

（単位   千円）

 1. 現年度分 △2,203,860 ○療養給付費国庫負担金現年度分 △2,203,860

 1. 現年度分 10,500 ○高額医療費国庫負担金現年度分 10,500

（単位   千円）

 1. 調整交付金 1,192,074 ○普通調整交付金 △873,645

○特別調整交付金 2,065,719

 1. 後期高齢者補助金 △2,266,590 ○保険者機能強化事業国庫補助金 △2,394

○健康診査補助金 △694

○後期高齢者医療災害臨時特例補助金 △2,264,297

○東日本大震災復旧・復興に係る後期高齢者医療制度

　事業費補助金 795

（単位   千円）

 1. 現年度分 △734,620 ○療養給付費県負担金現年度分 △734,620

 1. 現年度分 6,347 ○高額医療費県負担金現年度分 6,347

（単位   千円）

 1. 現年度分 △6,034,387 ○後期高齢者交付金現年度分 △6,034,387

（単位   千円）

 2. 保険料不均一賦課繰 △311 ○保険料不均一賦課繰入金 △311

入金

（単位   千円）

 1. 後期高齢者医療制度 5,577 ○後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 5,577

臨時特例基金繰入金

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

節
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区　　分
説　　明

節

金　額



(款) 9.諸収入 (項) 2.預金利子

 1. 預金利子 1 14,695 14,696

1 14,695 14,696

(款) 9.諸収入 (項) 3.雑入

 1. 第三者納付金 132,282 49,055 181,337

 2. 返納金 1 32,022 32,023

132,284 81,077 213,361計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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目 補正前の額 補　正　額 計



（単位   千円）

 1. 預金利子 14,695 ○歳計現金預金利子 14,695

（単位   千円）

 1. 第三者納付金 49,055 ○第三者納付金 49,055

 1. 返納金 32,022 ○返納金 32,022

節

節

説　　明
区　　分 金　額

 19 

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 1,113,113 △255,969 857,144 国庫支出金 繰入金 △256,727

△2,394 3,152

1,113,113 △255,969 857,144 1,584,613 3,152 △1,843,734

(款) 2.保険給付費 (項) 1.療養諸費

 1. 療養給付費 225,239,147 △9,661,118 215,578,029 国庫支出金 市町村負担金 △858,285

△2,904,576 △697,406

県支出金 支払基金交付金

△691,059 △4,509,792

 2. 訪問看護療養費 471,224 4,104 475,328 国庫支出金 市町村負担金 362

2,730 436

県支出金 支払基金交付金

436 140

226,304,194 △9,657,014 216,647,180 △5,179,476 △5,206,622 729,084

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

計

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

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）

12. 役務費 881 ◇電算処理委託費 △263,968

13. 委託料 △270,847 　○標準システム機器更改費等 △263,968 

19. 負担金・補助 13,997 ◇給付管理費 6,119

及び交付金 　○第三者行為求償事務委託料等 6,119 

◇保険者機能強化事業 △11,279

　○後発医薬品（ジェネリック医薬品）使用促進費 △459 

　○重複・頻回受診者訪問指導委託料 △4,006 

　○レセプト二次点検委託料 △8,505 

　○保険料収納対策事業市町村補助金 1,691 

◇後期高齢者医療制度臨時特例基金等事業 △18,423

  ○広報活動費等 853 

　○広報活動・震災対応等市町村補助金 △19,276 

◇後期高齢者医療特別対策事業 6,547

　○長寿・健康増進事業市町村補助金 6,547 

◇後期高齢者医療災害対策事業 19,276

　○災害対策事業市町村補助金 19,276 

◇後期高齢者医療保険料還付金相当額返還事業 5,759

　○保険料還付金相当額返還事業市町村補助金 5,759 

（単位   千円）

19. 負担金・補助 △9,661,118 ◇療養の給付費 △9,076,495

及び交付金 　○医科（入院） △7,327,294 

　○医科（入院外） △1,165,811 

　○歯科 101,299 

　○調剤 △664,145 

　○一部負担金免除 △20,544 

◇入院時食事療養費 △746,227

　○入院時食事・生活療養費（現物給付） △745,396 

　○入院時食事療養費差額（現金給付） △831 

◇療養費 161,604

　○一般診療 200 

　○補装具 6,023 

　○柔道整復 △2,220 

　○あんま・マッサージ 119,464 

　○はり・きゅう 9,717 

　○その他 1,320 

　○一部負担金還付等 27,100 

19. 負担金・補助 4,104 ◇訪問看護療養費 4,104

及び交付金 　○訪問看護療養費 3,193 

　○一部負担金免除 911 

節

説　　   明
区　　分 金   額
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節

説　　   明
区　　分 金   額



(款) 2.保険給付費 (項) 2.高額療養諸費

 1. 高額療養費 6,642,070 △493,495 6,148,575 国庫支出金 市町村負担金 △43,700

△156,460 △37,356

県支出金 支払基金交付金

△37,356 △218,623

 2. 高額介護合算療 204,742 △4,599 200,143 国庫支出金 市町村負担金 △384

養費 △1,233 △294

県支出金 支払基金交付金

△294 △2,394

6,846,812 △498,094 6,348,718 △195,343 △258,667 △44,084

(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 52,553 448 53,001 448

共同事業拠出金

52,723 448 53,171 448

(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 125,000 44,145 169,145 44,145

 2. 償還金 5,663,031 △1,148,407 4,514,624 支払基金交付金 155,311

△1,303,718

 3. 還付加算金 137 1,057 1,194 1,057

5,788,168 △1,103,205 4,684,963 △1,303,718 200,513

(款) 8.予備費 (項) 1.予備費

 1. 予備費 1,464,039 762,980 2,227,019 762,980

1,464,039 762,980 2,227,019 762,980

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

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

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

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

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

計

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

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金 地方債 その他



（単位   千円）

19. 負担金・補助 △493,495 ◇高額療養費 △493,495

及び交付金 　○現金給付 △414,698 

　○現物給付 △78,797 

19. 負担金・補助 △4,599 ◇高額介護合算療養費 △4,599

及び交付金 　○現金給付 △4,599 

（単位   千円）

19. 負担金・補助 448 ◇特別高額医療費共同事業拠出金 448

及び交付金

（単位   千円）

23. 償還金・利子 44,145 ◇保険料還付金 44,145

及び割引料

23. 償還金・利子 △1,148,407 ◇療養給付費負担金等償還金 △1,148,407

及び割引料 　○保険料等市町村負担金償還金 38,817 

　○療養給付費市町村負担金償還金 116,493 

　○後期高齢者交付金償還金 △1,303,717 

23. 償還金・利子 1,057 ◇保険料還付加算金 1,057

及び割引料

（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
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節

説　　   明
区　　分 金   額


