
議案第７号 

 

 

平成３０年度琴浦町介護保険特別会計補正予算（第５号） 

 

平成３０年度琴浦町介護保険特別会計補正予算（第５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３９，５９８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２，１６２，２６９千円とする。 

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３１年 ３ 月 ５ 日  提 出 

 

                    琴 浦 町 長    小 松 弘 明 

 

 

平成３１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 430,162 11,388 441,550

１． 介護保険料 430,162 11,388 441,550

３． 国庫支出金 539,635 △14,416 525,219

１． 国庫負担金 362,170 △9,560 352,610

２． 国庫補助金 177,465 △4,856 172,609

４． 支払基金交付金 557,539 △14,050 543,489

１． 支払基金交付金 557,539 △14,050 543,489

５． 県支出金 300,855 △7,913 292,942

１． 県負担金 283,614 △7,357 276,257

２． 県補助金 17,241 △556 16,685

６． 財産収入 35 326 361

１． 財産運用収入 35 326 361

７． 繰入金 308,082 △14,763 293,319

１． 一般会計繰入金 301,073 △7,755 293,318

３． 基金繰入金 7,008 △7,008 0

９． 諸収入 4,868 △170 4,698

１． 延滞金、加算金及び過料 2 136 138

２． 雑入 4,866 △306 4,560

歳               入               合               計 2,201,867 △39,598 2,162,269

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 70,989 △3,085 67,904

１． 総務管理費 66,359 △3,336 63,023

３． 介護認定審査会費 3,991 251 4,242

２． 保険給付費 1,987,007 △52,050 1,934,957

１． 介護サービス等諸費 1,843,252 △34,250 1,809,002

２． 介護予防サービス等諸費 23,740 △2,400 21,340

４． 高額介護サービス等費 47,600 △8,400 39,200

５． 特定入所者介護サービス等費 69,550 △7,000 62,550

３． 地域支援事業費 82,714 △459 82,255

１． 包括的支援事業・任意事業費 3,865 △465 3,400

２． 介護予防・生活支援サービス事業費 54,850 1,500 56,350

３． 一般介護予防事業費 23,790 △1,504 22,286

４． その他諸費 209 10 219

４． 基金積立金 16,767 15,996 32,763

１． 基金積立金 16,767 15,996 32,763

歳               出               合               計 2,201,867 △39,598 2,162,269

－　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

６. 財産収入

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 70,989 △3,085 67,904 △1,393 △1,692

２. 保険給付費 1,987,007 △52,050 1,934,957 △20,560 △31,490

３. 地域支援事業費 82,714 △459 82,255 △376 △83

４. 基金積立金 16,767 15,996 32,763 15,996

 歳     出     合     計 2,201,867 △39,598 2,162,269 △22,329 △17,269

430,162 11,388 441,550

539,635 △14,416 525,219

557,539 △14,050 543,489

300,855 △7,913 292,942

35 326 361

308,082 △14,763 293,319

一 般 財 源

－　３　－

4,868 △170 4,698

2,201,867 △39,598 2,162,269



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 430,162 11,388 441,550 1. 現年度分特別徴収保険 10,000 現年度分特別徴収保険料                 10,000

料

2. 現年度分普通徴収保険 2,000 現年度分普通徴収保険料                  2,000

料

3. 滞納繰越分普通徴収保 △612 滞納繰越分普通徴収保険料                  △612

険料

　 　　計 430,162 11,388 441,550

（款） 3. 国庫支出金    （項） 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金 362,170 △9,560 352,610 1. 現年度分 △9,560 介護給付費等負担金                △9,560

　 　　計 362,170 △9,560 352,610

（款） 3. 国庫支出金    （項） 2. 国庫補助金

1. 調整交付金 139,051 △3,643 135,408 1. 現年度分調整交付金 △3,643 調整交付金                △3,643

2. 地域支援事業交付金 19,416 3 19,419 1. 現年度分 3 介護予防事業                      3

(介護予防事業）

3. 地域支援事業交付金 14,733 △1,114 13,619 1. 現年度分 △1,114 包括的支援事業・任意事業                △1,114

(包括的支援事業・

任意事業）

6. 保険者機能強化推進交 3,400 △102 3,298 1. 保険者機能強化推進交 △102 保険者機能強化推進交付金                  △102

付金 付金

　 　　計 177,465 △4,856 172,609

－　４　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 4. 支払基金交付金    （項） 1. 支払基金交付金 介　　　護　（単位：千円）

1. 介護給付費交付金 536,348 △14,054 522,294 1. 現年度分 △14,054 介護給付費等交付金               △14,054

2. 地域支援事業支援交付 21,191 4 21,195 1. 現年度分 4 地域支援事業支援交付金                      4

金

　 　　計 557,539 △14,050 543,489

（款） 5. 県支出金    （項） 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金 283,614 △7,357 276,257 1. 現年度分 △7,357 介護給付費等負担金                △7,357

　 　　計 283,614 △7,357 276,257

（款） 5. 県支出金    （項） 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 9,708 2 9,710 1. 現年度分 2 介護予防事業                      2

(介護予防事業）

2. 地域支援事業交付金 7,532 △558 6,974 1. 現年度分 △558 包括的支援事業・任意事業                  △558

(包括的支援事業）

　 　　計 17,241 △556 16,685

（款） 6. 財産収入    （項） 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金 35 326 361 1. 利子及び配当金 326 介護給付費準備基金積立金利子 326

　 　　計 35 326 361

－　５　－



（款） 7. 繰入金    （項） 1. 一般会計繰入金 介　　　護　（単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 介護給付費繰入金 248,309 △6,507 241,802 1. 現年度分 △6,507 介護給付費等繰入金                △6,507

2. その他一般会計繰入金 32,640 △530 32,110 2. 事務費繰入金 △530 事務費繰入金                  △530

3. 地域支援事業繰入金 9,708 2 9,710 1. 現年度分 2 介護予防事業                      2

(介護予防事業）

4. 地域支援事業繰入金 7,532 △558 6,974 1. 現年度分 △558 包括的支援事業・任意事業                  △558

(包括的支援事業・

任意事業）

6. 低所得者介護保険料軽 2,883 △162 2,721 1. 低所得者介護保険料軽 △162 低所得者介護保険料軽減事業費繰入金                 △162

減事業費繰入金 減事業費繰入金

　 　　計 301,073 △7,755 293,318

（款） 7. 繰入金    （項） 3. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰 7,008 △7,008 0 1. 介護給付費準備基金繰 △7,008 介護給付費準備基金繰入金                △7,008

入金 入金

　 　　計 7,008 △7,008 0

（款） 9. 諸収入    （項） 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第１号被保険者延滞金 1 136 137 1. 第１号被保険者延滞金 136 第１号被保険者延滞金                    136

　 　　計 2 136 138

（款） 9. 諸収入    （項） 2. 雑入

3. 雑入 4,864 △306 4,558 1. 雑入 △306 雑入                  △306

　 　　計 4,866 △306 4,560

－　６　－

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 23,841 △195 23,646 △195 7. 賃金 △195 臨時職員          △195

2. 連合会負担 4,508 △450 4,058 △450 19. 負担金、補 △450 国保連合会負担金          △450

金 助及び交付

金

3. 包括支援セ 38,010 △2,691 35,319 △1,393 △1,298 7. 賃金 △2,323 臨時職員        △2,323

ンター運営

費

9. 旅費 △50 普通旅費           △50

12. 役務費 24 通信運搬費             24

13. 委託料 △300 サービス計画作成委託料          △300

19. 負担金、補 △42 日本認知症予防学会学術大会認知症予          △42
助及び交付 防専門講座参加者負担金

金

　計 66,359 △3,336 63,023 △1,393 △1,943

（款） 1. 総務費  （項） 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審 2,780 2 2,782 2 19. 負担金、補 2 ふるさと広域連合負担金              2
査会費 助及び交付 （認定審査会）

金

2. 認定調査等 1,211 249 1,460 249 13. 委託料 249 要介護認定調査委託料            249

費

　計 3,991 251 4,242 251

節

一般財源

－　７　－



（款） 2. 保険給付費  （項） 1. 介護サービス等諸費 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. 介護サービ 1,843,252 △34,250 1,809,002 △13,528 △20,722 19. 負担金、補 △34,250 居宅サービス給付費       △10,600

ス等諸費 助及び交付 施設サービス費       △10,000

金 福祉用具購入費          △400

住宅改修費        △1,250

サービス計画費        △1,000

地域密着型サービス給付費       △11,000

　計 1,843,252 △34,250 1,809,002 △13,528 △20,722

（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 23,740 △2,400 21,340 △949 △1,451 19. 負担金、補 △2,400 居宅サービス給付費        △1,500

ービス等諸 助及び交付 福祉用具購入費          △300

費 金 サービス計画費          △300

地域密着型サービス給付費          △300

　計 23,740 △2,400 21,340 △949 △1,451

（款） 2. 保険給付費  （項） 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サ 47,600 △8,400 39,200 △3,318 △5,082 19. 負担金、補 △8,400 高額介護サービス費        △2,700

ービス等費 助及び交付 高額医療・高額介護サービス費        △5,700

金

　計 47,600 △8,400 39,200 △3,318 △5,082

－　８　－

節

一般財源



（款） 2. 保険給付費  （項） 5. 特定入所者介護サービス等費 介　　　護　（単位：千円）

1. 特定入所者 69,550 △7,000 62,550 △2,765 △4,235 19. 負担金、補 △7,000 特定入所者介護サービス費        △7,000

介護サービ 助及び交付

ス等費 金

　計 69,550 △7,000 62,550 △2,765 △4,235

（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 1,526 △300 1,226 △177 △123 8. 報償費 △100 報償金          △100

20. 扶助費 △200 家庭介護用品支給費          △200

2. 生活支援体 2,025 △50 1,975 △35 △15 9. 旅費 △40 普通旅費           △40

制整備事業

費

19. 負担金、補 △10 負担金           △10

助及び交付

金

3. 在宅医療・ 32 △25 7 △14 △11 8. 報償費 △25 報償金           △25

介護連携推

進事業費

4. 認知症総合 146 △50 96 △29 △21 8. 報償費 △50 報償金           △50

支援事業費

5. 地域包括ケ 136 △40 96 △24 △16 8. 報償費 △40 報償金           △40

ア会議事業

費

　計 3,865 △465 3,400 △279 △186

－　９　－



（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・ 52,150 1,500 53,650 563 937 19. 負担金、補 1,500 訪問型サービス        △1,000

生活支援サ 助及び交付 通所型サービス          2,500

ービス事業 金

費

　計 54,850 1,500 56,350 563 937

（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 23,790 △1,504 22,286 △664 △840 8. 報償費 △170 報償金          △170

防事業費 11. 需用費 △70 消耗品費           △70

13. 委託料 △1,264 パワーリハビリ事業委託料          △820

温水利用介護予防事業委託料           △60

専門職派遣委託料          △384

　計 23,790 △1,504 22,286 △664 △840

（款） 3. 地域支援事業費  （項） 4. その他諸費

1. 審査支払手 209 10 219 4 6 12. 役務費 10 手数料             10

数料

　計 209 10 219 4 6

（款） 4. 基金積立金  （項） 1. 基金積立金

1. 介護給付費 16,767 15,996 32,763 15,996 25. 積立金 15,996 介護給付費準備基金積立金         15,996

準備基金積

立金

　計 16,767 15,996 32,763 15,996

節

一般財源

－　１０　－


