
議案第７６号

令和２年度琴浦町介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和２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２，３７８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２，１４５，１５０千円とする。

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 ６ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

令和 ２ 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 429,674 △11,028 418,646

１． 介護保険料 429,674 △11,028 418,646

３． 国庫支出金 549,653 818 550,471

２． 国庫補助金 188,749 818 189,567

４． 支払基金交付金 554,542 △12 554,530

１． 支払基金交付金 554,542 △12 554,530

５． 県支出金 297,856 421 298,277

２． 県補助金 17,664 421 18,085

７． 繰入金 310,683 7,423 318,106

１． 一般会計繰入金 310,683 7,423 318,106

歳               入               合               計 2,147,528 △2,378 2,145,150

歳　出 介　　　護　（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 総務費 69,916 △1,871 68,045

１． 総務管理費 63,505 △1,871 61,634

３． 地域支援事業費 86,718 △42 86,676

１． 包括的支援事業・任意事業費 4,034 1 4,035

３． 一般介護予防事業費 25,062 △43 25,019

６． 予備費 3,000 △465 2,535

１． 予備費 3,000 △465 2,535

歳               出               合               計 2,147,528 △2,378 2,145,150

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 429,674 △11,028 418,646

３． 国庫支出金 549,653 818 550,471

４． 支払基金交付金 554,542 △12 554,530

５． 県支出金 297,856 421 298,277

７． 繰入金 310,683 7,423 318,106

　 歳          入          合          計 2,147,528 △2,378 2,145,150

（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 69,916 △1,871 68,045 1,254 △3,125

3. 地域支援事業費 86,718 △42 86,676 △15 △27

6. 予備費 3,000 △465 2,535 △465

 歳     出     合     計 2,147,528 △2,378 2,145,150 1,239 △3,617

－　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 429,674 △11,028 418,646 1. 現年度分特別徴収保険 △10,158 現年度分特別徴収保険料               △10,158

料

2. 現年度分普通徴収保険 △870 現年度分普通徴収保険料                  △870

料

　 　　計 429,674 △11,028 418,646

（款） 3. 国庫支出金    （項） 2. 国庫補助金

2. 地域支援事業交付金 20,318 △11 20,307 1. 現年度分 △11 介護予防事業                  △11

(介護予防事業）

3. 地域支援事業交付金 14,629 829 15,458 1. 現年度分 829 包括的支援事業・任意事業                  829

(包括的支援事業・

任意事業）

　 　　計 188,749 818 189,567

（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 21,939 △12 21,927 1. 現年度分 △12 地域支援事業支援交付金                  △12

金

　 　　計 554,542 △12 554,530

－　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 10,159 △5 10,154 1. 現年度分 △5 介護予防事業                  △5

(介護予防事業）

2. 地域支援事業交付金 7,504 426 7,930 1. 現年度分 426 包括的支援事業・任意事業 426

(包括的支援事業）

　 　　計 17,664 421 18,085

（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 32,780 △4,024 28,756 1. 職員給与費等繰入金 △4,059 職員給与費等繰入金 △4,059

2. 事務費繰入金 35 事務費繰入金 35

3. 地域支援事業繰入金 10,159 △5 10,154 1. 現年度分 △5 介護予防事業 △5

(介護予防事業）

4. 地域支援事業繰入金 7,504 426 7,930 1. 現年度分 426 包括的支援事業・任意事業 426

(包括的支援事業・

任意事業）

6. 低所得者介護保険料軽 13,665 11,026 24,691 1. 低所得者介護保険料軽 11,026 低所得者介護保険料軽減事業費繰入金 11,026

減事業費繰入金 減事業費繰入金

　 　　計 310,683 7,423 318,106

－　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 21,751 △4,024 17,727 △4,024 2. 給料 △1,191 一般職　 △1,191

3. 職員手当等 △2,323 扶養手当 △696

通勤手当 34

時間外勤務手当 △ 24

児童手当 △ 480

期末手当 △ 531

勤勉手当 △ 388

退職手当組合負担金 △ 238

4. 共済費 △545 共済組合負担金 △ 539

互助会納付金 △ 6

8. 旅費 35 費用弁償 35

3. 包括支援セ 37,648 2,153 39,801 1,254 899 2. 給料 1,159 一般職　 1,159

ンター運営 3. 職員手当等 720 扶養手当 120

費 通勤手当            △26

時間外勤務手当 23

児童手当 60

期末手当 154

勤勉手当           △101

住居手当 258

退職手当組合負担金 232

4. 共済費 274 共済組合負担金 271

互助会納付金 3

　計 63,505 △1,871 61,634 1,254 △3,125

－　５　－

節

一般財源



（款） 3. 地域支援事業費  （項） 1. 包括的支援事業・任意事業費

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

3. 在宅医療・ 12 1 13 1 18. 負担金・補 1 負担金 1

介護連携推 助及び交付

進事業費 金

　計 4,034 1 4,035 1

（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 25,062 △43 25,019 △16 △27 2. 給料 △23 一般職 △23

防事業費

3. 職員手当等 △18 時間外勤務手当          △1

期末手当           △7

勤勉手当          △5

退職手当組合負担金          △5

4. 共済費 △2 共済組合負担金 △2

　計 25,062 △43 25,019 △16 △27

（款） 6. 予備費  （項） 1. 予備費

1. 予備費 3,000 △465 2,535 △465 △465

　計 3,000 △465 2,535 △465

－　６　－

介　　　護　（単位：千円）

節

一般財源


