
議案第１４５号

令和２年度琴浦町介護保険特別会計補正予算（第３号）

令和２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９３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２，１８０，３７３千円とする。

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１１月３０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

３． 国庫支出金 555,285 △29 555,256

２． 国庫補助金 194,381 △29 194,352

４． 支払基金交付金 558,214 △2 558,212

１． 支払基金交付金 558,214 △2 558,212

５． 県支出金 298,625 △16 298,609

２． 県補助金 18,433 △16 18,417

７． 繰入金 318,352 △46 318,306

１． 一般会計繰入金 318,352 △46 318,306

歳               入               合               計 2,180,466 △93 2,180,373

歳　出 介　　　護　（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 総務費 68,639 △100 68,539

１． 総務管理費 61,982 △100 61,882

３． 地域支援事業費 86,676 △9 86,667

３． 一般介護予防事業費 25,019 △9 25,010

６． 予備費 5,069 16 5,085

１． 予備費 5,069 16 5,085

歳               出               合               計 2,180,466 △93 2,180,373

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

3. 国庫支出金 555,285 △29 555,256

4. 支払基金交付金 558,214 △2 558,212

5. 県支出金 298,625 △16 298,609

7. 繰入金 318,352 △46 318,306

　 歳          入          合          計 2,180,466 △93 2,180,373

（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 68,639 △100 68,539 △41 △59

3. 地域支援事業費 86,676 △9 86,667 △4 △5

6. 予備費 5,069 16 5,085 16

 歳     出     合     計 2,180,466 △93 2,180,373 △45 △48

－　２　－

一 般 財 源



２．歳　入

（款） 3. 国庫支出金    （項） 2. 国庫補助金 介　　　護　（単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

2. 地域支援事業交付金 20,307 △2 20,305 1. 現年度分 △2 介護予防事業                    △2

（介護予防事業）

3. 地域支援事業交付金 15,458 △27 15,431 1. 現年度分 △27 包括的支援事業・任意事業                   △27

（包括的支援事業・

任意事業）

　 　　計 194,381 △29 194,352

（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 21,927 △2 21,925 1. 現年度分 △2 地域支援事業支援交付金                    △2

金

　 　　計 558,214 △2 558,212

（款） 5. 県支出金    （項） 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 10,154 △2 10,152 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 7,930 △14 7,916 1. 現年度分 △14 包括的支援事業・任意事業                   △14

（包括的支援事業）

　 　　計 18,433 △16 18,417

（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 29,002 △30 28,972 1. 職員給与費等繰入金 △30 職員給与費等繰入金                   △30

－　３　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（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

3. 地域支援事業繰入金 10,154 △2 10,152 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 7,930 △14 7,916 1. 現年度分 △14 包括的支援事業・任意事業                   △14

（包括的支援事業・

任意事業）

　 　　計 318,352 △46 318,306

－　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 17,727 △30 17,697 △30 3. 職員手当等 △30 期末手当           △30

3. 包括支援セ 40,149 △70 40,079 △41 △29 3. 職員手当等 △70 期末手当           △70

ンター運営

費

　計 61,982 △100 61,882 △41 △59

（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 25,019 △9 25,010 △4 △5 3. 職員手当等 △9 期末手当            △9

防事業費

　計 25,019 △9 25,010 △4 △5

（款） 6. 予備費  （項） 1. 予備費

1. 予備費 5,069 16 5,085 16 16

　計 5,069 16 5,085 16

－　５　－

節

一般財源


