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議案第５号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊平成３０年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第２号）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度南あわじ市の介護保険特別会計補正予算（第２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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２０９，９１３千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ４，７０２，１７１千円とする。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２ 保険事業勘定の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２月２２日 提出＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

南あわじ市長 守 本 憲 弘＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊ ＊

－1－



－2－

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1. 保険料 1,000,310 △3,925 996,385

1. 介護保険料 1,000,310 △3,925 996,385

3. 国庫支出金 1,178,043 △89,412 1,088,631

1. 国庫負担金 801,098 △40,393 760,705

2. 国庫補助金 376,945 △49,019 327,926

4. 支払基金交付金 1,251,550 △59,808 1,191,742

1. 支払基金交付金 1,251,550 △59,808 1,191,742

5. 県支出金 683,287 △31,603 651,684

1. 県負担金 649,626 △31,603 618,023

7. 繰入金 690,255 △27,691 662,564

1. 一般会計繰入金 690,255 △27,691 662,564

9. 諸収入 7,747 2,526 10,273

2. 雑入 7,735 2,526 10,261

歳　　　　入　　　　合　　　　計 4,912,084 △209,913 4,702,171

保険事業勘定



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2. 保険給付費 4,463,765 △219,000 4,244,765

1. 介護サービス等諸費 3,949,720 △221,796 3,727,924

2. 介護予防サービス等諸費 218,047 23,547 241,594

4. 高額介護サービス等費 85,286 △8,825 76,461

6. 特定入所者介護サービス等費 195,785 △11,926 183,859

5. 基金積立金 55,175 9,087 64,262

1. 基金積立金 55,175 9,087 64,262

歳　　　　出　　　　合　　　　計 4,912,084 △209,913 4,702,171
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１．総　括

歳　入 （単位：千円）

1.

3.

4.

5.

7.

9.

歳　出 （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

2. 保 険 給 付 費 4,463,765 △219,000 4,244,765 △127,658 △87,499 △3,843

3. 地 域 支 援 事 業 費 237,112 0 237,112 6,643 △6,643

5. 基 金 積 立 金 55,175 9,087 64,262 2,526 6,561

歳　　出　　合　　計 4,912,084 △209,913 4,702,171 △121,015 △84,973 △3,925

支 払 基 金 交 付 金 1,251,550

1,178,043

款

保 険 料

国 庫 支 出 金

補正前の額

1,000,310

2,526

△209,913

県 支 出 金

繰 入 金

683,287

諸 収 入

歳　　　　入　　　　合　　　　計

690,255

7,747

4,912,084

一 般 財 源

歳入歳出補正予算事項別明細書

計

996,385

1,088,631

1,191,742

651,684

662,564

10,273

4,702,171

補　正　額

△3,925

△89,412

△59,808

△31,603

△27,691



２．歳　入

（款）  1.保険料

（項）  1.介護保険料 （単位：千円）

金　　額

1. 第１号被保険者 1,000,310 △3,925 996,385 1. 現年度分特別徴 2,467 現年度分 2,467

保険料 収保険料

2. 現年度分普通徴 △6,862 現年度分 △6,862

収保険料

3. 滞納繰越分普通 470 滞納繰越分 470

徴収保険料

1,000,310 △3,925 996,385

（款）  3.国庫支出金

（項）  1.国庫負担金 （単位：千円）

金　　額

1. 介護給付費負担 801,098 △40,393 760,705 1. 現年度分 △40,393 介護給付費負担金 △40,393

金

801,098 △40,393 760,705

（款）  3.国庫支出金

（項）  2.国庫補助金 （単位：千円）

金　　額

1. 調整交付金 307,974 △55,662 252,312 1. 現年度分調整交 △55,662 現年度分 △55,662

付金

5. 保険者機能強化 0 6,643 6,643 1. 保険者機能強化 6,643 保険者機能強化推進交付金 6,643

推進交付金 推進交付金

376,945 △49,019 327,926

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

計

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

目 補正前の額 補　正　額 計
節

計

計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

目 補正前の額 補　正　額 計
節
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（款）  4.支払基金交付金

（項）  1.支払基金交付金 （単位：千円）

金　　額

1. 介護給付費交付 1,207,529 △59,808 1,147,721 1. 現年度分 △59,808 介護給付費交付金 △59,808

金

1,251,550 △59,808 1,191,742

（款）  5.県支出金

（項）  1.県負担金 （単位：千円）

金　　額

1. 介護給付費負担 649,626 △31,603 618,023 1. 現年度分 △31,603 介護給付費負担金 △31,603

金

649,626 △31,603 618,023

（款）  7.繰入金

（項）  1.一般会計繰入金 （単位：千円）

金　　額

1. 介護給付費繰入 557,973 △27,691 530,282 1. 現年度分 △27,691 現年度分 △27,691

金

690,255 △27,691 662,564計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

節
説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分

節
説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分



（款）  9.諸収入

（項）  2.雑入 （単位：千円）

金　　額

4. 第三者納付金 1 2,526 2,527 1. 第三者納付金 2,526 第三者納付金 2,526

7,735 2,526 10,261計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

節
目 補正前の額 補　正　額 計

－7－
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３．歳　出

（款）  2.保険給付費

（項）  1.介護サービス等諸費 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1. 居宅介護サー 1,573,965 △145,263 1,428,702 △84,131 △57,377 △3,755 19. 負担金補助及 △145,263 負担金 △145,263

ビス給付費 び 交 付 金   居宅介護サービス給付費 △145,263

3. 地域密着型介 659,685 △43,369 616,316 △25,116 △17,131 △1,122 19. 負担金補助及 △43,369 負担金 △43,369

護サービス給 び 交 付 金   地域密着型介護サービス給付費 △43,369

付費

5. 施設介護サー 1,523,457 △20,700 1,502,757 △12,811 △9,173 1,284 19. 負担金補助及 △20,700 負担金 △20,700

ビス給付費 び 交 付 金   施設介護サービス給付費 △20,700

8. 居宅介護住宅 15,498 △7,318 8,180 △4,239 △2,891 △188 19. 負担金補助及 △7,318 負担金 △7,318

改修費 び 交 付 金   居宅介護住宅改修費 △7,318

9. 居宅介護サー 172,241 △5,146 167,095 △2,981 △2,032 △133 19. 負担金補助及 △5,146 負担金 △5,146

ビス計画給付 び 交 付 金   居宅介護サービス計画給付費 △5,146

費

3,949,720 △221,796 3,727,924 △129,278 △88,604 △3,914

（款）  2.保険給付費
（項）  2.介護予防サービス等諸費 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1. 介護予防サー 160,440 18,366 178,806 10,637 7,254 475 19. 負担金補助及 18,366 負担金 18,366

ビス給付費 び 交 付 金   介護予防サービス給付費 18,366

3. 地域密着型介 12,100 3,390 15,490 1,964 1,339 87 19. 負担金補助及 3,390 負担金 3,390

護予防サービ び 交 付 金   地域密着型介護予防サービス給付費 3,390

ス給付費

7. 介護予防サー 28,650 1,791 30,441 1,037 708 46 19. 負担金補助及 1,791 負担金 1,791

ビス計画給付 び 交 付 金   介護予防サービス計画給付費 1,791

費

218,047 23,547 241,594 13,638 9,301 608計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　明特　　　定　　　財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

計

目 補正前の額 補　正　額 計

説　　　　　　　　明特　　　定　　　財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

節

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳



（款）  2.保険給付費
（項）  4.高額介護サービス等費 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1. 高額介護サー 85,150 △8,825 76,325 △5,111 △3,486 △228 19. 負担金補助及 △8,825 負担金 △8,825

ビス費 び 交 付 金   高額介護サービス費 △8,825

85,286 △8,825 76,461 △5,111 △3,486 △228

（款）  2.保険給付費
（項）  6.特定入所者介護サービス等費 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1. 特定入所者介 195,626 △12,493 183,133 △7,235 △4,934 △324 19. 負担金補助及 △12,493 負担金 △12,493

護サービス費 び 交 付 金   特定入所者介護サービス費 △12,493

3. 特定入所者介 157 567 724 328 224 15 19. 負担金補助及 567 負担金 567

護予防サービ び 交 付 金   特定入所者介護予防サービス費 567

ス費

195,785 △11,926 183,859 △6,907 △4,710 △309

（款）  3.地域支援事業費
（項）  1.介護予防・日常生活支援総合事業費 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2. 一般介護予防 13,658 0 13,658 2,119 △2,119 財源組替

事業費

155,901 0 155,901 2,119 △2,119計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　明特　　　定　　　財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　明特　　　定　　　財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

計

目 補正前の額 補　正　額 計

節

説　　　　　　　　明特　　　定　　　財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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（款）  3.地域支援事業費
（項）  2.包括的支援事業・任意事業費 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

6. 在宅医療・介 1,751 0 1,751 279 △279 財源組替

護連携推進事

業費

7. 生活支援体制 14,465 0 14,465 2,292 △2,292 財源組替

整備事業費

8. 認知症総合支 12,339 0 12,339 1,953 △1,953 財源組替

援事業費

81,211 0 81,211 4,524 △4,524

（款）  5.基金積立金
（項）  1.基金積立金 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1. 基金積立金 55,175 9,087 64,262 2,526 6,561 25. 積 立 金 9,087 財政調整基金積立金 9,087

55,175 9,087 64,262 2,526 6,561計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　明特　　　定　　　財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　明特　　　定　　　財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


