
議案第６３号

令和３年度琴浦町介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和３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３，１３４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２，１６８，２９０千円とする。

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 ３ 年 ６ 月 ８ 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

令和 ３ 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 404,479 △850 403,629

１． 介護保険料 404,479 △850 403,629

３． 国庫支出金 563,344 △701 562,643

２． 国庫補助金 195,492 △701 194,791

４． 支払基金交付金 565,982 △153 565,829

１． 支払基金交付金 565,982 △153 565,829

５． 県支出金 303,961 △444 303,517

２． 県補助金 16,765 △444 16,321

７． 繰入金 328,280 △986 327,294

１． 一般会計繰入金 322,708 △438 322,270

２． 基金繰入金 5,572 △548 5,024

歳               入               合               計 2,171,424 △3,134 2,168,290

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 65,406 △2,567 62,839

１． 総務管理費 60,618 △2,567 58,051

２． 保険給付費 2,016,051 0 2,016,051

１． 介護サービス等諸費 1,878,100 0 1,878,100

３． 地域支援事業費 85,339 △567 84,772

３． 一般介護予防事業費 21,542 △567 20,975

歳               出               合               計 2,171,424 △3,134 2,168,290

－　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 404,479 △850 403,629

３． 国庫支出金 563,344 △701 562,643

４． 支払基金交付金 565,982 △153 565,829

５． 県支出金 303,961 △444 303,517

７． 繰入金 328,280 △986 327,294

　　　　 歳          入          合          計 2,171,424 △3,134 2,168,290

－　３　－



（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 65,406 △2,567 62,839 △1,102 △1,465

2. 保険給付費 2,016,051 0 2,016,051 170 △170

3. 地域支援事業費 85,339 △567 84,772 △213 △354

 歳     出     合     計 2,171,424 △3,134 2,168,290 △1,145 △1,989

－　４　－

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 404,479 △850 403,629 1. 現年度分特別徴収保険 △850 現年度分特別徴収保険料                  △850

料

　 　　計 404,479 △850 403,629

（款） 3. 国庫支出金    （項） 2. 国庫補助金

1. 調整交付金 154,184 170 154,354 3. 特別調整交付金 170 特別調整交付金                    170

2. 地域支援事業交付金 20,176 △142 20,034 1. 現年度分 △142 介護予防事業                  △142

（介護予防事業）

3. 地域支援事業交付金 13,013 △729 12,284 1. 現年度分 △729 包括的支援事業・任意事業                  △729

（包括的支援事業

・任意事業）

　 　　計 195,492 △701 194,791

（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 21,788 △153 21,635 1. 現年度分 △153 地域支援事業支援交付金                  △153

金

　 　　計 565,982 △153 565,829

（款） 5. 県支出金    （項） 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 10,089 △71 10,018 1. 現年度分 △71 介護予防事業                   △71

（介護予防事業）

－　５　－

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

2. 地域支援事業交付金 6,675 △373 6,302 1. 現年度分 △373 包括的支援事業・任意事業                  △373

（包括的支援事業）

　 　　計 16,765 △444 16,321

（款） 7. 繰入金    （項） 1. 一般会計繰入金

2. 一般会計繰入金（コロ 0 680 680 1. 一般会計繰入金（コロ 680 一般会計繰入金（コロナ減免繰入金）                   680

ナ減免繰入金） ナ減免繰入金）

3. その他一般会計繰入金 31,390 △674 30,716 1. 職員給与費等繰入金 △674 職員給与費等繰入金                  △674

4. 地域支援事業繰入金 10,089 △71 10,018 1. 現年度分 △71 介護予防事業                   △71

（介護予防事業）

5. 地域支援事業繰入金 6,675 △373 6,302 1. 現年度分 △373 包括的支援事業・任意事業                  △373

（包括的支援事業

・任意事業）

　 　　計 322,708 △438 322,270

（款） 7. 繰入金    （項） 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰 5,572 △548 5,024 1. 介護給付費準備基金繰 △548 介護給付費準備基金繰入金                  △548

入金 入金

　 　　計 5,572 △548 5,024

－　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 18,986 △674 18,312 △674 2. 給料 △516 一般職（２人）          △516

3. 職員手当等 △71 扶養手当            240

通勤手当             26

時間外勤務手当           △11

期末手当          △113

勤勉手当           △84

退職手当組合負担金          △129

4. 共済費 △87 共済組合負担金           △86

互助会納付金            △1

3. 包括支援セ 37,526 △1,893 35,633 △1,102 △791 2. 給料 △884 一般職（４人）          △884

ンター運営

費

3. 職員手当等 △669 扶養手当           △55

通勤手当          △156

時間外勤務手当           △18

児童手当            180

期末手当          △228

勤勉手当          △171

退職手当組合負担金          △221

4. 共済費 △340 共済組合負担金          △337

互助会納付金            △3

　計 60,618 △2,567 58,051 △1,102 △1,465

－　７　－

節

一般財源



（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 1,878,100 0 1,878,100 170 △170 財源組替               

ス等諸費

　計 1,878,100 0 1,878,100 170 △170

（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 21,542 △567 20,975 △213 △354 2. 給料 △366 一般職（１人）          △366

防事業費

3. 職員手当等 △190 時間外勤務手当            △7

期末手当           △53

勤勉手当           △39

退職手当組合負担金           △91

4. 共済費 △11 共済組合負担金           △11

　計 21,542 △567 20,975 △213 △354

－　８　－

節

一般財源


