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議案第３号  

 

   平成２５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２５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から、歳入歳出それぞれ３８８千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８２３，３５７千円とする。  

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２６年２月２５日提出  

 

福島県後期高齢者医療広域連合長  小 林  香  

 



　歳　入 (単位   千円)

2. 国庫支出金 3,823 △77 3,746

1. 国庫負担金 3,822 △77 3,745

3. 県支出金 3,822 △77 3,745

1. 県負担金 3,822 △77 3,745

4. 財産収入 2,197 △234 1,963

1. 財産運用収入 2,197 △234 1,963

823,745 △388 823,357

　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 85,327 △2,200 83,127

1. 総務管理費 85,050 △2,200 82,850

3. 民生費 712,841 52 712,893

1. 社会福祉費 712,841 52 712,893

4. 予備費 24,696 1,760 26,456

1. 予備費 24,696 1,760 26,456

823,745 △388 823,357

補正前の額 補 正 額 計

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

2

補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



(単位   千円) １　総　　括

　歳　入 (単位   千円)

(単位   千円) 　歳　出 (単位   千円)

国県支出金 地方債 その他

 2. 総務費 85,327 △2,200 83,127 △441 △1,759

 3. 民生費 712,841 52 712,893 △156 207 1

 4. 予備費 24,696 1,760 26,456 1,760

歳 出 合 計 823,745 △388 823,357 △156 △234 2

特定財源

補正額の財源内訳

一般財源

計

3,746

3,745

1,963

823,357823,745

補　正　額

△77

△77

△234

△388

款

 2. 国庫支出金

 3. 県支出金

3,823

3,822

款 補正前の額 補正額 計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

2,197 4. 財産収入

3

歳　　入　　合　　計

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 3,822 △77 3,745

3,822 △77 3,745

(款) 3.県支出金 (項) 1.県負担金

 1. 保険料不均一賦課負担金 3,822 △77 3,745

3,822 △77 3,745

(款) 4.財産収入 (項) 1.財産運用収入

 1. 財産貸付収入 1,101 △441 660

 2. 利子及び配当金 1,096 207 1,303

2,197 △234 1,963計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

 4 

目 補正前の額 補　正　額 計



（単位   千円）

 1. 保険料不均一賦課 △77 ○保険料不均一賦課国庫負担金 △77

負担金

（単位   千円）

 1. 保険料不均一賦課 △77 ○保険料不均一賦課県負担金 △77

負担金

（単位   千円）

 1. 建物貸付収入 △441 ○借上公舎入居料 △441

 1. 利子 207 ○後期高齢者医療制度臨時特例基金利子 207

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) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

 1. 一般管理費 84,835 △2,200 82,635 △441 △1,759

85,050 △2,200 82,850 △441 △1,759

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

 1. 老人福祉費 712,841 52 712,893 △156 207 1

712,841 52 712,893 △156 207 1

(款) 4.予備費 (項) 1.予備費

 1. 予備費 24,696 1,760 26,456 1,760

24,696 1,760 26,456 1,760

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

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）

14. 使用料及び △2,200 ◇派遣職員人件費等 △2,200

賃借料 　 ○借上げ公舎賃借料等 △2,200 

（単位   千円）

25. 積立金 207 ◇後期高齢者医療事業 52

28. 繰出金 △155 　 ○後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金 207 

　 ○保険料不均一賦課繰出金 △155 

（単位   千円）

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
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≪　調整ページ　≫
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議案第４号  

 

   平成２５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３号）  

 

 平成２５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３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１，９６９，７８５千円を減

額し､歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３５，０１６，４９４千円と

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２６年２月２５日提出  

 

福島県後期高齢者医療広域連合長 小 林  香  

 



　歳　入 (単位   千円)

1. 市町村支出金 34,430,258 320,405 34,750,663

1. 市町村負担金 34,430,258 320,405 34,750,663

2. 国庫支出金 78,679,337 △383,210 78,296,127

1. 国庫負担金 55,005,931 △388,112 54,617,819

2. 国庫補助金 23,673,406 4,902 23,678,308

3. 県支出金 20,640,910 △1,875,394 18,765,516

1. 県負担金 18,840,909 △75,394 18,765,515

2. 県財政安定化基金支出金 1,800,000 △1,800,000 0

4. 支払基金交付金 91,633,213 △52,781 91,580,432

1. 支払基金交付金 91,633,213 △52,781 91,580,432

6. 繰入金 2,237,750 7,520 2,245,270

1. 一般会計繰入金 581,359 △155 581,204

2. 基金繰入金 1,656,391 7,675 1,664,066

9. 諸収入 155,004 13,675 168,679

2. 預金利子 5,000 10,281 15,281

3. 雑入 150,002 3,394 153,396

236,986,279 △1,969,785 235,016,494

　歳　出 (単位   千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1. 総務費 680,841 △9,547 671,294

1. 総務管理費 680,841 △9,547 671,294

2. 保険給付費 227,604,423 △898,379 226,706,044

1. 療養諸費 220,235,975 △1,824,175 218,411,800

2. 高額療養諸費 6,512,848 925,796 7,438,644

4. 特別高額医療費共同事業拠出金 60,666 △9,673 50,993

1. 特別高額医療費共同事業拠出金 60,666 △9,673 50,993

7. 諸支出金 4,253,510 1,472,865 5,726,375

1. 償還金及び還付加算金 4,250,678 1,472,865 5,723,543

8. 予備費 3,745,514 △2,525,051 1,220,463

1. 予備費 3,745,514 △2,525,051 1,220,463

236,986,279 △1,969,785 235,016,494
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 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

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 



(単位   千円) １　総　　括

　歳　入 (単位   千円)

(単位   千円) 　歳　出 (単位   千円)

国県支出金 地方債 その他

 1. 総務費 680,841 △9,547 671,294 6,842 △2,959 △13,430

 2. 保険給付費 227,604,423 △898,379 226,706,044 △2,351,347 △128,155 1,581,123

 4. 特別高額医療費
　　共同事業拠出金

60,666 △9,673 50,993 △9,673

 7. 諸支出金 4,253,510 1,472,865 5,726,375 1,472,865

 8. 予備費 3,745,514 △2,525,051 1,220,463 △2,525,051

歳　出　合　計 236,986,279 △1,969,785 235,016,494 △2,344,505 △131,114 505,834

11

款 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

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

款 補正前の額 補　正　額 計

 1. 市町村支出金 34,430,258 320,405 34,750,663

 2. 国庫支出金 78,679,337 △383,210 78,296,127

 3. 県支出金 20,640,910 △1,875,394 18,765,516

歳　　入　　合　　計 236,986,279 △1,969,785 235,016,494

 9. 諸収入

 6. 繰入金

 4. 支払基金交付金

155,004

2,237,750

91,633,213

13,675

7,520

△52,781

168,679

2,245,270

91,580,432



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 16,234,629 368,222 16,602,851

 2. 療養給付費負担金 18,082,511 △47,817 18,034,694

34,430,258 320,405 34,750,663

(款) 2.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金

 1. 療養給付費負担金 54,247,533 △390,792 53,856,741

 2. 高額医療費負担金 758,398 2,680 761,078

55,005,931 △388,112 54,617,819

(款) 2.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

 1. 調整交付金 21,068,356 188,579 21,256,935

 2. 後期高齢者補助金 2,605,050 △183,677 2,421,373

23,673,406 4,902 23,678,308

(款) 3.県支出金 (項) 1.県負担金

 1. 療養給付費負担金 18,082,511 △79,510 18,003,001

 2. 高額医療費負担金 758,398 4,116 762,514

18,840,909 △75,394 18,765,515

(款) 3.県支出金 (項) 2.県財政安定化基金支出金

 1. 財政安定化基金交付金 1,800,000 △1,800,000 0

1,800,000 △1,800,000 0

(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 91,633,213 △52,781 91,580,432

91,633,213 △52,781 91,580,432
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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

計



（単位   千円）

 1. 保険料等負担金 368,222 ○後期高齢者医療保険料 543,219

○保険基盤安定負担金 △175,874

○その他納付金 877

 1. 現年度分 △75,373 ○療養給付費市町村負担金現年度分 △75,373

 2. 過年度分 27,556 ○療養給付費市町村負担金過年度分 27,556

（単位   千円）

 1. 現年度分 △390,792 ○療養給付費国庫負担金現年度分 △390,792

 1. 現年度分 2,680 ○高額医療費国庫負担金現年度分 2,680

（単位   千円）

 1. 調整交付金 188,579 ○普通調整交付金 229,168

○特別調整交付金 △40,589

 1. 後期高齢者補助金 △183,677 ○保険者機能強化事業国庫補助金 △152

○健康診査国庫補助金 7,298

○後期高齢者医療災害臨時特例補助金 △190,334

○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 △489

（単位   千円）

 1. 現年度分 △79,510 ○療養給付費県負担金現年度分 △79,510

 1. 現年度分 △27 ○高額医療費県負担金現年度分 △27

 2. 過年度分 4,143 ○高額医療費県負担金過年度分 4,143

（単位   千円）

 1. 財政安定化基金 △1,800,000 ○財政安定化基金交付金 △1,800,000

交付金

（単位   千円）

 1. 現年度分 △52,781 ○後期高齢者交付金現年度分 △52,781

区　　分
説　　明

節

金　額

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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(款) 6.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金

 1. 一般会計繰入金 581,359 △155 581,204

581,359 △155 581,204

(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 1,656,391 7,675 1,664,066

1,656,391 7,675 1,664,066

(款) 9.諸収入 (項) 2.預金利子

 1. 預金利子 5,000 10,281 15,281

5,000 10,281 15,281

(款) 9.諸収入 (項) 3.雑入

 2. 返納金 1 3,394 3,395

150,002 3,394 153,396

 14 

補正前の額目 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

計

目 補正前の額 補　正　額



（単位   千円）

 2. 保険料不均一賦課 △155 ○保険料不均一賦課繰入金 △155

繰入金

（単位   千円）

 1. 後期高齢者医療制度 7,675 ○後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 7,675

臨時特例基金繰入金

（単位   千円）

 1. 預金利子 10,281 ○歳計現金預金利子 10,281

（単位   千円）

 1. 返納金 3,394 ○返納金 3,394

節

説　　明
節

金　額

節

区　　分

説　　明
区　　分 金　額

節

説　　明
区　　分 金　額

 15 

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 680,841 △9,547 671,294 6,842 △2,959 △13,430

680,841 △9,547 671,294 6,842 △2,959 △13,430

(款) 2.保険給付費 (項) 1.療養諸費

 1. 療養給付費 219,138,894 △1,820,286 217,318,608 △2,684,550 △597,328 1,461,592

 2. 訪問看護療養費 486,846 17,284 504,130 2,267 9,639 5,378

 5. 審査支払手数料 609,615 △21,173 588,442 △21,173

220,235,975 △1,824,175 218,411,800 △2,682,283 △587,689 1,445,797

(款) 2.保険給付費 (項) 2.高額療養諸費

 1. 高額療養費 6,306,706 992,460 7,299,166 360,217 492,125 140,118

 2. 高額介護合算 206,142 △66,664 139,478 △29,281 △32,591 △4,792

療養費

6,512,848 925,796 7,438,644 330,936 459,534 135,326

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

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金
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特　定　財　源
一般財源

地方債 その他



（単位   千円）

12. 役務費 174 ◇給付管理費 △169

13. 委託料 △14,103 　○療養費・柔道整復審査支払手数料 210 

14. 使用料及び △1,579 　○レセプト原本管理委託料 △379 

賃借料 ◇保険者機能強化事業 △13,413

19. 負担金・補助 5,961 　○重複・頻回受診者指導レセプト印刷手数料 △36 

及び交付金 　○重複・頻回訪問委託料 △3,014 

  ○レセプト二次点検業務委託料 △10,710 

  ○連合会ネットワークソフトライセンス及び保守 △67 

  ○点検用端末使用料 △1,512 

　○保険料収納対策事業市町村補助金 1,926 

◇後期高齢者医療制度臨時特例基金等事業 △2,959

　○後期高齢者医療事業臨時特例基金事業補助金 △2,959 

◇後期高齢者医療特別対策事業 6,994

　○長寿・健康増進事業実施市町村補助金 6,994 

（単位   千円）

19. 負担金・補助 △1,820,286 ◇療養の給付費 △1,644,002

及び交付金   ○医科・歯科・調剤 △1,375,336 

  ○一部負担金免除 △268,666 

◇入院時食事療養費 △158,970

◇療養費 △17,314

　○一般診療 △537 

　○補装具 △5,768 

　○柔道整復 △35,776 

　○あんま・マッサージ 61,103 

　○はり・きゅう 14,199 

　○その他 △8,024 

　○一部負担金免除 △42,511 

19. 負担金・補助 17,284 ◇訪問看護療養費 17,284

及び交付金   ○訪問看護療養費 18,979 

　○一部負担金免除 △1,695 

12. 役務費 △21,173 ◇審査支払手数料 △21,173

（単位   千円）

19. 負担金・補助 992,460 ◇高額療養費 992,460

及び交付金 　○現金給付 326,594 

　○現物給付 665,866 

19. 負担金・補助 △66,664 ◇高額介護合算療養費 △66,664

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 60,499 △9,673 50,826 △9,673

共同事業拠出金

60,666 △9,673 50,993 △9,673

(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 169,145 △99,594 69,551 △99,594

 2. 償還金 4,080,339 1,572,916 5,653,255 1,572,916

 3. 還付加算金 1,194 △457 737 △457

4,250,678 1,472,865 5,723,543 1,472,865

(款) 8.予備費 (項) 1.予備費

 1. 予備費 3,745,514 △2,525,051 1,220,463 △2,525,051

3,745,514 △2,525,051 1,220,463 △2,525,051

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

国県支出金 地方債 その他

補 正 額 の 財 源 内 訳

計目 補正前の額 補　正　額
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特　定　財　源
一般財源



（単位   千円）

19. 負担金・補助 △9,673 ◇特別高額医療費共同事業拠出金 △9,673

及び交付金

（単位   千円）

23. 償還金・利子 △99,594 ◇保険料還付金 △99,594

及び割引料

23. 償還金・利子 1,572,916 ◇療養給付費負担金等償還金 1,572,916

及び割引料 　○保険料等市町村負担金償還金 12,184 

　○療養給付費市町村負担金償還金 27,558 

　○調整交付金返還金 △748 

　○後期高齢者交付金償還金 1,533,922 

23. 償還金・利子 △457 ◇保険料還付加算金 △457

及び割引料

（単位   千円）

節

説　　   明
区　　分 金   額

節

説　　   明
区　　分 金   額

金   額

節
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説　　   明
区　　分


