
議案第５７号 

 

 

令和元年度琴浦町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度琴浦町介護保険特別会計予算」

の名称を「令和元年度琴浦町介護保険特別会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替える

ものとする。 

令和元年度琴浦町介護保険特別会計補正予算（第１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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４７４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２，１４３，６４２千円とする。 

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 元 年 ６ 月 ７ 日  提 出 

 

                    琴 浦 町 長    小 松 弘 明 

 

 

令和 元 年   月   日    

 

                    琴浦町議会議長    小 椋 正 和 

 



歳　入 介　　　護　（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 保険料 444,283 △11,066 433,217

１． 介護保険料 444,283 △11,066 433,217

３． 国庫支出金 547,100 △41 547,059

２． 国庫補助金 189,062 △41 189,021

４． 支払基金交付金 551,908 △267 551,641

１． 支払基金交付金 551,908 △267 551,641

５． 県支出金 297,290 △269 297,021

２． 県補助金 18,076 △269 17,807

７． 繰入金 298,453 11,169 309,622

１． 一般会計繰入金 298,453 11,169 309,622

歳               入               合               計 2,144,116 △474 2,143,642

歳　出 介　　　護　（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 総務費 70,911 123 71,034

１． 総務管理費 65,838 123 65,961

３． 地域支援事業費 88,309 △989 87,320

３． 一般介護予防事業費 27,147 △989 26,158

４． 基金積立金 23,227 392 23,619

１． 基金積立金 23,227 392 23,619

歳               出               合               計 2,144,116 △474 2,143,642

第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正

－　１　－



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１．総　括
（歳　入） 介　　　護　（単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

１． 保険料 444,283 △11,066 433,217

３． 国庫支出金 547,100 △41 547,059

４． 支払基金交付金 551,908 △267 551,641

５． 県支出金 297,290 △269 297,021

７． 繰入金 298,453 11,169 309,622

　　　　 歳          入          合          計 2,144,116 △474 2,143,642

（歳　出） 介　　　護　（単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1. 総務費 70,911 123 71,034 61 62

3. 地域支援事業費 88,309 △989 87,320 △371 △618

4. 基金積立金 23,227 392 23,619 392

 歳     出     合     計 2,144,116 △474 2,143,642 △310 △164

－　２　－

一 般 財 源



２．歳　入

（款） 1. 保険料    （項） 1. 介護保険料 介　　　護　（単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 第１号被保険者保険料 444,283 △11,066 433,217 1. 現年度分特別徴収保険 △10,212 現年度分特別徴収保険料               △10,212

料

2. 現年度分普通徴収保険 △854 現年度分普通徴収保険料                  △854

料

　 　　計 444,283 △11,066 433,217

（款） 3. 国庫支出金    （項） 2. 国庫補助金

2. 地域支援事業交付金 20,830 △248 20,582 1. 現年度分 △248 介護予防事業                  △248

(介護予防事業）

3. 地域支援事業交付金 14,934 △284 14,650 1. 現年度分 △284 包括的支援事業・任意事業                  △284

(包括的支援事業・

任意事業）

6. 介護保険事業費補助金 0 491 491 1. 介護保険事業費補助金 491 介護保険事業費補助金                    491

　 　　計 189,062 △41 189,021

（款） 4. 支払基金交付金    （項） 1. 支払基金交付金

2. 地域支援事業支援交付 22,493 △267 22,226 1. 現年度分 △267 地域支援事業支援交付金                  △267

金

　 　　計 551,908 △267 551,641

－　３　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 5. 県支出金    （項） 2. 県補助金 介　　　護　（単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 地域支援事業交付金 10,415 △123 10,292 1. 現年度分 △123 介護予防事業                  △123

(介護予防事業）

2. 地域支援事業交付金 7,660 △146 7,514 1. 現年度分 △146 包括的支援事業・任意事業                  △146

(包括的支援事業）

　 　　計 18,076 △269 17,807

（款） 7. 繰入金    （項） 1. 一般会計繰入金

2. その他一般会計繰入金 32,558 372 32,930 1. 職員給与費等繰入金 14 職員給与費等繰入金                     14

2. 事務費繰入金 358 事務費繰入金                    358

3. 地域支援事業繰入金 10,415 △123 10,292 1. 現年度分 △123 介護予防事業                  △123

(介護予防事業）

4. 地域支援事業繰入金 7,660 △146 7,514 1. 現年度分 △146 包括的支援事業・任意事業                  △146

(包括的支援事業・

任意事業）

6. 低所得者介護保険料軽 2,721 11,066 13,787 1. 低所得者介護保険料軽 11,066 低所得者介護保険料軽減事業費繰入金                11,066

減事業費繰入金 減事業費繰入金

　 　　計 298,453 11,169 309,622

－　４　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３．歳　出

（款） 1. 総務費  （項） 1. 総務管理費 介　　　護　（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 一般管理費 22,761 863 23,624 491 372 4. 共済費 14 共済組合負担金             14

13. 委託料 849 介護保険システム改修委託料            849

3. 包括支援セ 38,872 △740 38,132 △430 △310 2. 給料 △388 一般職　          △388

ンター運営 3. 職員手当等 △231 時間外勤務手当            △7

費 期末手当           △86

勤勉手当           △61

退職手当組合負担金           △77

4. 共済費 △121 共済組合負担金          △120

互助会納付金            △1

　計 65,838 123 65,961 61 62

（款） 3. 地域支援事業費  （項） 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予 27,147 △989 26,158 △371 △618 2. 給料 △575 一般職          △575

防事業費

3. 職員手当等 △280 通勤手当            329

時間外勤務手当           △11

期末手当          △282

勤勉手当          △201

退職手当組合負担金          △115

4. 共済費 △134 共済組合負担金          △132

互助会納付金            △2

　計 27,147 △989 26,158 △371 △618

節

一般財源

－　５　－



（款） 4. 基金積立金  （項） 1. 基金積立金 介　　　護　（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 介護給付費 23,227 392 23,619 392 25. 積立金 392 介護給付費準備基金積立金            392

準備基金積

立金

　計 23,227 392 23,619 392

－　６　－

節

一般財源




