
議案第８号 

 

 

令和元年度琴浦町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 

令和元年度琴浦町介護保険特別会計補正予算（第４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３，８１６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２，２３６，１５８千円とする。 

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 ４ 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 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 保険料 433,217 3,057 436,274

１． 介護保険料 433,217 3,057 436,274

３． 国庫支出金 546,705 △2,371 544,334

１． 国庫負担金 358,038 △772 357,266

２． 国庫補助金 188,667 △1,599 187,068

４． 支払基金交付金 551,648 △2,287 549,361

１． 支払基金交付金 551,648 △2,287 549,361

５． 県支出金 297,021 △1,330 295,691

１． 県負担金 279,214 △641 278,573

２． 県補助金 17,807 △689 17,118

６． 財産収入 1 802 803

１． 財産運用収入 1 802 803

７． 繰入金 309,942 △1,928 308,014

１． 一般会計繰入金 309,696 △1,682 308,014

３． 基金繰入金 246 △246 0

９． 諸収入 5,014 241 5,255

１． 延滞金、加算金及び過料 2 329 331

２． 雑入 5,012 △88 4,924

歳               入               合               計 2,239,974 △3,816 2,236,158

第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正

－　１　－



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 総務費 71,263 △719 70,544

１． 総務管理費 66,190 △546 65,644

３． 介護認定審査会費 4,434 △173 4,261

２． 保険給付費 1,961,316 △4,350 1,956,966

１． 介護サービス等諸費 1,824,772 △1,300 1,823,472

２． 介護予防サービス等諸費 22,603 △600 22,003

４． 高額介護サービス等費 46,000 △500 45,500

５． 特定入所者介護サービス等費 65,050 △1,950 63,100

３． 地域支援事業費 87,002 △4,390 82,612

１． 包括的支援事業・任意事業費 3,605 △180 3,425

２． 介護予防・生活支援サービス事業費 56,710 △200 56,510

３． 一般介護予防事業費 26,440 △4,010 22,430

４． 基金積立金 62,401 5,643 68,044

１． 基金積立金 62,401 5,643 68,044

歳               出               合               計 2,239,974 △3,816 2,236,158

－　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 433,217 3,057 436,274

３． 国庫支出金 546,705 △2,371 544,334

４． 支払基金交付金 551,648 △2,287 549,361

５． 県支出金 297,021 △1,330 295,691

６． 財産収入 1 802 803

７． 繰入金 309,942 △1,928 308,014

９． 諸収入 5,014 241 5,255

　　　　 歳          入          合          計 2,239,974 △3,816 2,236,158

（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 71,263 △719 70,544 △305 △414

2. 保険給付費 1,961,316 △4,350 1,956,966 △1,746 △2,604

3. 地域支援事業費 87,002 △4,390 82,612 △1,650 △2,740

4. 基金積立金 62,401 5,643 68,044 5,643

 歳     出     合     計 2,239,974 △3,816 2,236,158 △3,701 △115

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 433,217 3,057 436,274 1. 現年度分特別徴収保険 △2,000 現年度分特別徴収保険料                △2,000

料

2. 現年度分普通徴収保険 5,000 現年度分普通徴収保険料                  5,000

料

3. 滞納繰越分普通徴収保 57 滞納繰越分普通徴収保険料                     57

険料

　 　　計 433,217 3,057 436,274

（款） 3. 国庫支出金    （項） 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金 358,038 △772 357,266 1. 現年度分 △772 介護給付費等負担金                  △772

　 　　計 358,038 △772 357,266

（款） 3. 国庫支出金    （項） 2. 国庫補助金

1. 調整交付金 149,997 △333 149,664 1. 現年度分調整交付金 △333 調整交付金                  △333

2. 地域支援事業交付金 20,521 △1,030 19,491 1. 現年度分 △1,030 介護予防事業                △1,030

(介護予防事業）

3. 地域支援事業交付金 14,709 △338 14,371 1. 現年度分 △338 包括的支援事業・任意事業                  △338

(包括的支援事業・

任意事業）

6. 介護保険事業費補助金 491 102 593 1. 介護保険事業費補助金 102 介護保険事業費補助金                    102

　 　　計 188,667 △1,599 187,068

－　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 529,488 △1,174 528,314 1. 現年度分 △1,174 介護給付費等交付金                △1,174

2. 地域支援事業支援交付 22,160 △1,113 21,047 1. 現年度分 △1,113 地域支援事業支援交付金                △1,113

金

　 　　計 551,648 △2,287 549,361

（款） 5. 県支出金    （項） 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金 279,214 △641 278,573 1. 現年度分 △641 介護給付費等負担金                  △641

　 　　計 279,214 △641 278,573

（款） 5. 県支出金    （項） 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（ 10,261 △516 9,745 1. 現年度分 △516 介護予防事業                  △516

介護予防事業）

2. 地域支援事業交付金（ 7,545 △173 7,372 1. 現年度分 △173 包括的支援事業・任意事業                  △173

包括的支援事業）

　 　　計 17,807 △689 17,118

（款） 6. 財産収入    （項） 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金 1 802 803 1. 利子及び配当金 802 介護給付費準備基金積立金利子                    802

　 　　計 1 802 803

－　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 245,098 △543 244,555 1. 現年度分 △543 介護給付費等繰入金                  △543

2. その他一般会計繰入金 33,004 △450 32,554 2. 事務費繰入金 △450 事務費繰入金                  △450

3. 地域支援事業繰入金 10,261 △516 9,745 1. 現年度分 △516 介護予防事業                  △516

（介護予防事業）

4. 地域支援事業繰入金 7,545 △173 7,372 1. 現年度分 △173 包括的支援事業・任意事業                  △173

（包括的支援事業・

任意事業）

　 　　計 309,696 △1,682 308,014

（款） 7. 繰入金    （項） 3. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰 246 △246 0 1. 介護給付費準備基金繰 △246 介護給付費準備基金繰入金                  △246

入金 入金

　 　　計 246 △246 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 1 329 330 1. 第１号被保険者延滞金 329 第１号被保険者延滞金                    329

　 　　計 2 329 331

（款） 9. 諸収入    （項） 2. 雑入

3. 雑入 5,010 △88 4,922 1. 雑入 △88 雑入                   △88

　 　　計 5,012 △88 4,924

－　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 23,698 154 23,852 102 52 13. 委託料 154 介護保険システム改修委託料            154

3. 包括支援セ 38,287 △700 37,587 △407 △293 13. 委託料 △700 サービス計画作成委託料          △700

ンター運営

費

　計 66,190 △546 65,644 △305 △241

（款） 1. 総務費  （項） 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審 3,007 △312 2,695 △312 12. 役務費 △165 手数料          △165

査会費

18. 備品購入費 △147 庁用備品          △147

2. 認定調査等 1,427 139 1,566 139 13. 委託料 139 要介護認定調査委託料            139

費

　計 4,434 △173 4,261 △173

（款） 2. 保険給付費  （項） 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービ 1,824,772 △1,300 1,823,472 △523 △777 19. 負担金、補 △1,300 居宅サービス給付費          4,000

ス等諸費 助及び交付 住宅改修費          △300

金 サービス計画費        △2,000

地域密着型サービス給付費        △3,000

　計 1,824,772 △1,300 1,823,472 △523 △777

節

一般財源

－　７　－



（款） 2. 保険給付費  （項） 2. 介護予防サービス等諸費 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. 介護予防サ 22,603 △600 22,003 △241 △359 19. 負担金、補 △600 住宅改修費          △600

ービス等諸 助及び交付

費 金

　計 22,603 △600 22,003 △241 △359

（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 46,000 △500 45,500 △200 △300 19. 負担金、補 △500 高額医療・高額介護サービス費          △500

ービス等費 助及び交付

金

　計 46,000 △500 45,500 △200 △300

（款） 2. 保険給付費  （項） 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者 65,050 △1,950 63,100 △782 △1,168 19. 負担金、補 △1,950 特定入所者介護サービス費        △2,000

介護サービ 助及び交付 特定入所者支援サービス費             50

ス等費 金

　計 65,050 △1,950 63,100 △782 △1,168

（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 1,488 △180 1,308 △104 △76 8. 報償費 △180 報償金          △180

　計 3,605 △180 3,425 △104 △76

－　８　－

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）

2. 介護予防ケ 2,640 △200 2,440 △75 △125 13. 委託料 △200 介護予防ケアマネジメント委託料          △200

アマネジメ

ント事業費

　計 56,710 △200 56,510 △75 △125

（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 26,440 △4,010 22,430 △1,471 △2,539 8. 報償費 △120 報償金          △120

防事業費

13. 委託料 △3,890 ニーズ調査委託料        △3,000

介護予防教室委託料          △700

温水利用介護予防事業委託料          △190

　計 26,440 △4,010 22,430 △1,471 △2,539

（款） 4. 基金積立金  （項） 1. 基金積立金

1. 介護給付費 62,401 5,643 68,044 5,643 25. 積立金 5,643 介護給付費準備基金積立金          5,643

準備基金積

立金

　計 62,401 5,643 68,044 5,643

－　９　－


