
議案第８号

令和元年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）



令和元年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

　令和元年度みやき町の国民健康保険特別会計補正予算（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 ２６２,０９６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　３,８５６,３８３千円とする。

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　６日提出

みやき町長　末　安　伸　之



県支出金３ 3,103,151 △235,630 2,867,521

１県負担金 3,103,150 △235,630 2,867,520

繰入金５ 345,744 △25,968 319,776

１他会計繰入金 345,743 △25,968 319,775

国庫支出金８ 4,359 △498 3,861

１国庫補助金 4,359 △498 3,861

4,118,479 △262,096 3,856,383歳 入 合 計

第１表　歳入歳出予算補正
歳入

款

(単位：千円)

項 補正額 計補正前の額

1



総務費１ 26,115 △1,801 24,314

１総務管理費 23,787 △1,801 21,986

保険給付費２ 3,005,510 △259,656 2,745,854

１療養諸費 2,542,358 △179,301 2,363,057

２高額療養費 451,997 △76,995 375,002

４出産育児諸費 9,665 △3,360 6,305

国民健康保険事業費納付金３ 917,831 0 917,831

１医療給付費分 720,948 0 720,948

２後期高齢者支援金等分 158,325 0 158,325

３介護納付金分 38,558 0 38,558

保健事業費４ 53,407 △1,428 51,979

１保健事業費 25,735 △923 24,812

２特定健康診査等事業費 27,672 △505 27,167

諸支出金７ 67,000 789 67,789

２繰出金 7,358 789 8,147

4,118,479 △262,096 3,856,383歳 出 合 計

歳出

款

(単位：千円)

項 補正額 計補正前の額

2



△235,630 2,867,521３県支出金 3,103,151

△25,968 319,776５繰入金 345,744

△498 3,861８国庫支出金 4,359

△262,096 3,856,383歳　　　　入　　　　合　　　　計 4,118,479

（単位：千円）

歳入歳出補正予算事項別明細書
１．総　　括

歳　　入

款 補正前の額 補正額 計

3



△49824,314△1,801 △1,303１総務費 26,115

△256,2962,745,854△259,656 △1,120△2,240２保険給付費 3,005,510

917,8310 5,595△5,595３国民健康保険事業費納付金 917,831

76451,979△1,428 △2,192４保健事業費 53,407

78967,789789７諸支出金 67,000

△255,2413,856,383△262,096 4,475△11,330歳　　　　出　　　　合　　　　計 4,118,479

一般財源その他地方債国県支出金
特　　定　　財　　源
補　正　額　の　財　源　内　訳

（単位：千円）歳　　出

款 補正前の額 補正額 計
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県支出金3 3,103,151 △235,630 2,867,521

県負担金1 3,103,150 △235,630 2,867,520

保険給付費等交付金（普通交付金）保険給付費等交付金1 3,103,150 △235,630 2,867,520 1保険給付費 △256,296 △256,296
等交付金（

普通交付金

）

県繰入金（2号分）2保険給付費 20,666 19,902
特定健診等負担金等交付金（ 764

特別交付金

）

繰入金5 345,744 △25,968 319,776

他会計繰入金1 345,743 △25,968 319,775

保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）一般会計繰入金1 345,743 △25,968 319,775 1一般会計繰 △25,968 △1,241
保険基盤安定繰入金（保険者支援分）入金 △603
事務費等繰入金 △3,495
出産育児一時金繰入金 △2,240
財政安定化支援事業繰入金 △3,527
その他繰入金 △224
財政支援繰入金 △14,638

国庫支出金8 4,359 △498 3,861

国庫補助金1 4,359 △498 3,861

款

計補　正　額補正前の額
区　　分

３ 県支出金

２．  歳　　入
（単位：千円）

科 目

款 項 目
節

金　　額
説 明

03-01-01 保険給付費等交付金
5



国保制度関係業務事業費補助金国保制度関係業務事業1 4,359 △498 3,861 1国保制度関 △498 △498
費補助金 係業務事業

費補助金

款

計補　正　額補正前の額
区　　分

８ 国庫支出金 （単位：千円）
科 目

款 項 目
節

金　　額
説 明

08-01-01 国保制度関係業務事業費補助金
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△1,801 24,314 △498 △1,3031総務費 26,115

△1,801 21,986 △498 △1,303総務管理費1 23,787

役務費 △606△1,354 12,442 △498 △8561一般管理費 13,796 12               △606通信運搬費

              △606・通信運搬費

委託料 △74813               △748委託料

              △748・基幹系システム改修業務委

　託料

役務費 △128△447 7,971 △4473医療費適正化推進 8,418 12               △128通信運搬費

費               △128・通信運搬費

備品購入費 △31918               △319庁用器具費

              △319・庁用器具費

△259,656 2,745,854 △256,296 △1,120△2,2402保険給付費 3,005,510

△179,301 2,363,057 △179,301療養諸費1 2,542,358

負担金補助 △165,740△165,740 2,331,565 △165,7401一般被保険者療養 2,497,305 19           △165,740負担金

及び交付金給付費           △165,740・一般診療費

負担金補助 △5,619△5,619 2,769 △5,6192退職被保険者等療 8,388 19             △5,619負担金

及び交付金養給付費             △5,619・退職診療費

そ　の　他地　方　債国県支出金 一般財源
特　　定　　財　　源

補 　正 　額 　の 　財 　源 　内 　訳
節

金　　額区　　分
補　正　額補正前の額 計

３．　歳　　出
（単位：千円）

科　　　　　目

款 項 目
説　　　　　　　　　　明

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費
7



負担金補助 △7,942△7,942 20,750 △7,9423一般被保険者療養 28,692 19 △7,942負担金

及び交付金費 △7,942・一般療養費

△76,995 375,002 △76,995高額療養費2 451,997

負担金補助 △76,995△76,995 373,029 △76,9951一般被保険者高額 450,024 19 △76,995負担金

及び交付金療養費     △76,995・一般被保険者高額療養費

△3,360 6,305 △1,120△2,240出産育児諸費4 9,665

負担金補助 △3,360△3,360 6,300 △1,120△2,2401出産育児一時金 9,660 19 △3,360負担金

及び交付金 △3,360・出産育児一時金

0 917,831 5,595△5,5953国民健康保険事業費納付金 917,831

0 720,948 5,375△5,375医療給付費分1 720,948

0 720,651 5,375△5,3751一般被保険者医療 720,651
給付費分

0 158,325 556△556後期高齢者支援金等分2 158,325

0 158,249 556△5561一般被保険者後期 158,249
高齢者支援金等分

0 38,558 △336336介護納付金分3 38,558

そ　の　他地　方　債国県支出金 一般財源
特　　定　　財　　源

補 　正 　額 　の 　財 　源 　内 　訳
節

金　　額区　　分
補　正　額補正前の額 計

（単位：千円）
科 目

款 項 目
説 明

款 ２ 保険給付費

02-01-03 一般被保険者療養費
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0 38,558 △3363361介護納付金分 38,558

△1,428 51,979 764 △2,1924保健事業費 53,407

△923 24,812 △923保健事業費1 25,735

報償費 △195△923 24,812 △9231保健事業費 25,735 8 △195報償費

  △195・各種健康教室講師謝金

委託料 △72813 △728委託料

 △728・脳ドック検診委託料

△505 27,167 764 △1,269特定健康診査等事業費2 27,672

報償費 △505△505 27,167 764 △1,2691特定健康診査等事 27,672 8 △505報償費

業費  △505・特定保健指導等謝金

789 67,789 7897諸支出金 67,000

789 8,147 789繰出金2 7,358

繰出金 789789 8,147 7891一般会計繰出金 7,358 28 789繰出金

      789・保健事業費国保被保険者分

そ　の　他地　方　債国県支出金 一般財源
特　　定　　財　　源

補 　正 　額 　の 　財 　源 　内 　訳
節

金　　額区　　分
補　正　額補正前の額 計

（単位：千円）
科 目

款 項 目
説 明

款 ３ 国民健康保険事業費納付金

03-03-01 介護納付金分
9
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