
議案第１３７号 

 

 

平成３０年度琴浦町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

平成３０年度琴浦町介護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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７１，７４１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２，２０１，３３８千円とする。 

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３０年１２月 ７ 日  提 出 

 

                    琴 浦 町 長    小 松 弘 明 

 

 

平成３０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 424,979 5,183 430,162

１． 介護保険料 424,979 5,183 430,162

３． 国庫支出金 553,203 △13,723 539,480

１． 国庫負担金 374,240 △12,070 362,170

２． 国庫補助金 178,963 △1,653 177,310

４． 支払基金交付金 576,616 △19,086 557,530

１． 支払基金交付金 576,616 △19,086 557,530

５． 県支出金 311,495 △10,719 300,776

１． 県負担金 294,276 △10,662 283,614

２． 県補助金 17,219 △57 17,162

７． 繰入金 341,172 △33,376 307,796

１． 一般会計繰入金 310,773 △9,896 300,877

３． 基金繰入金 30,398 △23,480 6,918

９． 諸収入 4,888 △20 4,868

２． 雑入 4,886 △20 4,866

歳               入               合               計 2,273,079 △71,741 2,201,338

第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正

－　１　－



歳　出 介　　　護　（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 総務費 71,520 △1,027 70,493

３． 介護認定審査会費 5,018 △1,027 3,991

２． 保険給付費 2,057,507 △70,500 1,987,007

１． 介護サービス等諸費 1,906,252 △63,000 1,843,252

２． 介護予防サービス等諸費 31,240 △7,500 23,740

３． 地域支援事業費 83,065 △384 82,681

１． 包括的支援事業・任意事業費 4,059 △194 3,865

２． 介護予防・生活支援サービス事業費 54,800 50 54,850

３． 一般介護予防事業費 23,997 △240 23,757

５． 諸支出金 44,218 170 44,388

１． 償還金及び還付加算金 37,306 170 37,476

歳               出               合               計 2,273,079 △71,741 2,201,338

－　２　－



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

３． 国庫支出金

４． 支払基金交付金

５． 県支出金

７． 繰入金

９． 諸収入

　　　　 歳          入          合          計

（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 71,520 △1,027 70,493 △1,027

２. 保険給付費 2,057,507 △70,500 1,987,007 △27,667 △42,833

３. 地域支援事業費 83,065 △384 82,681 3,225 △3,609

５. 諸支出金 44,218 170 44,388 170

 歳     出     合     計 2,273,079 △71,741 2,201,338 △24,442 △47,299

424,979 5,183 430,162

553,203 △13,723 539,480

576,616 △19,086 557,530

311,495 △10,719 300,776

341,172 △33,376 307,796

4,888 △20 4,868

2,273,079 △71,741 2,201,338

一 般 財 源

－　３　－



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 424,979 5,183 430,162 1. 現年度分特別徴収保険 5,183 現年度分特別徴収保険料                  5,183

料

　 　　計 424,979 5,183 430,162

（款） 3. 国庫支出金    （項） 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金 374,240 △12,070 362,170 1. 現年度分 △12,070 介護給付費等負担金               △12,070

　 　　計 374,240 △12,070 362,170

（款） 3. 国庫支出金    （項） 2. 国庫補助金

1. 調整交付金 143,986 △4,935 139,051 1. 現年度分調整交付金 △4,935 調整交付金                △4,935

2. 地域支援事業交付金 19,454 △47 19,407 1. 現年度分 △47 介護予防事業                   △47

(介護予防事業）

3. 地域支援事業交付金 14,658 △71 14,587 1. 現年度分 △71 包括的支援事業・任意事業                   △71

(包括的支援事業・

任意事業）

6. 保険者機能強化推進交 0 3,400 3,400 1. 保険者機能強化推進交 3,400 保険者機能強化推進交付金                  3,400

付金 付金

　 　　計 178,963 △1,653 177,310

（款） 4. 支払基金交付金    （項） 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金 555,383 △19,035 536,348 1. 現年度分 △19,035 介護給付費等交付金               △19,035

2. 地域支援事業支援交付 21,233 △51 21,182 1. 現年度分 △51 地域支援事業支援交付金                   △51

金

　 　　計 576,616 △19,086 557,530

－　４　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 5. 県支出金    （項） 1. 県負担金 介　　　護　（単位：千円）

1. 介護給付費負担金 294,276 △10,662 283,614 1. 現年度分 △10,662 介護給付費等負担金               △10,662

　 　　計 294,276 △10,662 283,614

（款） 5. 県支出金    （項） 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 9,728 △24 9,704 1. 現年度分 △24 介護予防事業                   △24

(介護予防事業）

2. 地域支援事業交付金 7,490 △33 7,457 1. 現年度分 △33 包括的支援事業・任意事業                   △33

(包括的支援事業）

　 　　計 17,219 △57 17,162

（款） 7. 繰入金    （項） 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金 257,121 △8,812 248,309 1. 現年度分 △8,812 介護給付費等繰入金                △8,812

2. その他一般会計繰入金 33,550 △1,027 32,523 2. 事務費繰入金 △1,027 事務費繰入金                △1,027

3. 地域支援事業繰入金 9,728 △24 9,704 1. 現年度分 △24 介護予防事業                   △24

(介護予防事業）

4. 地域支援事業繰入金 7,490 △33 7,457 1. 現年度分 △33 包括的支援事業・任意事業                   △33

(包括的支援事業・

任意事業）

　 　　計 310,773 △9,896 300,877

－　５　－



（款） 7. 繰入金    （項） 3. 基金繰入金 介　　　護　（単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 介護給付費準備基金繰 30,398 △23,480 6,918 1. 介護給付費準備基金繰 △23,480 介護給付費準備基金繰入金               △23,480

入金 入金

　 　　計 30,398 △23,480 6,918

（款） 9. 諸収入    （項） 2. 雑入

3. 雑入 4,884 △20 4,864 1. 雑入 △20 雑入                   △20

　 　　計 4,886 △20 4,866

－　６　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３．歳　出

（款） 1. 総務費  （項） 3. 介護認定審査会費 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. 介護認定審 3,807 △1,027 2,780 △1,027 19. 負担金、補 △1,027 ふるさと広域連合負担金(認定審査会)       △1,027
査会費 助及び交付

金

　計 5,018 △1,027 3,991 △1,027

（款） 2. 保険給付費  （項） 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービ 1,906,252 △63,000 1,843,252 △24,885 △38,115 19. 負担金、補 △63,000 居宅サービス給付費       △23,000

ス等諸費 助及び交付 施設サービス費       △37,000

金 地域密着型サービス給付費        △3,000

　計 1,906,252 △63,000 1,843,252 △24,885 △38,115

（款） 2. 保険給付費  （項） 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サ 31,240 △7,500 23,740 △2,782 △4,718 19. 負担金、補 △7,500 居宅サービス給付費        △1,000

ービス等諸 助及び交付 サービス計画費        △3,800

費 金 地域密着型サービス給付費        △2,700

　計 31,240 △7,500 23,740 △2,782 △4,718

（款） 3. 地域支援事業費  （項） 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費 1,720 △194 1,526 △104 △90 13. 委託料 △194 緊急通報装置管理委託料          △194

　計 4,059 △194 3,865 △104 △90

－　７　－

節

一般財源



（款） 3. 地域支援事業費  （項） 2. 介護予防・生活支援サービス事業費 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. 介護予防・ 52,100 50 52,150 19 31 19. 負担金、補 50 高額支援サービス費             50

生活支援サ 助及び交付

ービス事業 金

費

　計 54,800 50 54,850 19 31

（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 23,997 △240 23,757 3,310 △3,550 13. 委託料 △240 介護予防サークル活動支援事業委託料         △240

防事業費

　計 23,997 △240 23,757 3,310 △3,550

（款） 5. 諸支出金  （項） 1. 償還金及び還付加算金

1. 第１号被保 250 170 420 170 23. 償還金、利 170 返納金            170

険者保険料 子及び割引

還付金 料

　計 37,306 170 37,476 170

－　８　－

節

一般財源


