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議案第４号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊令和元年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第３号）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度南あわじ市の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 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１６４，７０８千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ４，９６３，６６９千円とする。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２ 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５，７２７千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３８，８９２千円とする。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

３ 保険事業勘定及び介護サービス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。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊令和２年２月２１日 提出＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

南あわじ市長 守 本 憲 弘＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊ ＊
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－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

3. 国庫支出金 1,163,717 △55,838 1,107,879

1. 国庫負担金 826,138 △33,315 792,823

2. 国庫補助金 337,579 △22,523 315,056

4. 支払基金交付金 1,296,734 △53,157 1,243,577

1. 支払基金交付金 1,296,734 △53,157 1,243,577

5. 県支出金 714,784 △30,640 684,144

1. 県負担金 681,658 △28,017 653,641

2. 県補助金 33,125 △2,623 30,502

7. 繰入金 816,674 △24,989 791,685

1. 一般会計繰入金 741,438 △24,989 716,449

9. 諸収入 6,955 △84 6,871

2. 雑入 6,943 △84 6,859

歳　　　　入　　　　合　　　　計 5,128,377 △164,708 4,963,669

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 4,639,368 △188,714 4,450,654

1. 介護サービス等諸費 4,085,908 △168,222 3,917,686

2. 介護予防サービス等諸費 273,311 △23,984 249,327

3. その他諸費 4,274 △659 3,615

6. 特定入所者介護サービス等費 187,506 4,151 191,657

3. 地域支援事業費 234,990 △16,577 218,413

1. 介護予防・日常生活支援総合事業費 160,061 △8,168 151,893

2. 包括的支援事業・任意事業費 74,929 △8,409 66,520

5. 基金積立金 82,151 40,583 122,734

1. 基金積立金 82,151 40,583 122,734

歳　　　　出　　　　合　　　　計 5,128,377 △164,708 4,963,669
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１．総　括

歳　入 （単位：千円）

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 4,639,368 △188,714 4,450,654 △79,501 △73,318 △35,895

3. 地 域 支 援 事 業 費 234,990 △16,577 218,413 △6,977 △4,912 △4,688

5. 基 金 積 立 金 82,151 40,583 122,734 40,583

歳　　出　　合　　計 5,128,377 △164,708 4,963,669 △86,478 △78,230

計

歳入歳出補正予算事項別明細書

△55,838

補　正　額

4,963,669

6,871

791,685

684,144

1,243,577

1,107,879

1,296,734

1,163,717

補正前の額

△164,708

△53,157

県 支 出 金

支 払 基 金 交 付 金

国 庫 支 出 金

款

714,784 △30,640

繰 入 金

一 般 財 源

歳　　　　入　　　　合　　　　計

諸 収 入

5,128,377

6,955

816,674

△84

△24,989



２．歳　入

（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 826,138 △33,315 792,823 1. 現年度分 △33,315 介護給付費負担金 △33,315

金

826,138 △33,315 792,823

（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 264,408 △18,169 246,239 1. 現年度分調整交 △18,169 現年度分 △18,169

付金

2. 地域支援事業交 39,951 △2,042 37,909 1. 現年度分 △2,042 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △2,042

付金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

3. 地域支援事業交 26,296 △3,205 23,091 1. 現年度分 △3,205 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △3,205

付金（包括的支

援事業・任意事

業）

4. 保険者機能強化 6,600 893 7,493 1. 保険者機能強化 893 保険者機能強化推進交付金 893

推進交付金 推進交付金

337,579 △22,523 315,056

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

計

節

計

目 補正前の額 補　正　額 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 1,253,588 △50,952 1,202,636 1. 現年度分 △50,952 介護給付費交付金 △50,952

金

2. 地域支援事業支 43,146 △2,205 40,941 1. 現年度分 △2,205 地域支援事業支援交付金 △2,205

援交付金

1,296,734 △53,157 1,243,577

（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 681,658 △28,017 653,641 1. 現年度分 △28,017 介護給付費負担金 △28,017

金

681,658 △28,017 653,641

（款）  5.県支出金

（項）  2.県補助金 （単位：千円）

金　　額

1. 地域支援事業交 19,976 △1,021 18,955 1. 現年度分 △1,021 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △1,021

付金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

2. 地域支援事業交 13,149 △1,602 11,547 1. 現年度分 △1,602 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △1,602

付金（包括的支

援事業・任意事

業）

33,125 △2,623 30,502計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

計

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

節

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



（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 579,921 △23,589 556,332 1. 現年度分 △23,589 現年度分 △23,589

金

3. 地域支援事業繰 19,975 △1,021 18,954 1. 現年度分 △1,021 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） △1,021

入金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

4. 地域支援事業繰 13,147 △1,602 11,545 1. 現年度分 △1,602 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） △1,602

入金（包括的支

援事業・任意事

業）

5. 低所得者保険料 34,823 1,223 36,046 1. 現年度分 1,223 現年度分 1,223

軽減繰入金

741,438 △24,989 716,449

（款）  9.諸収入

（項）  2.雑入 （単位：千円）

金　　額

6. 雑入 6,938 △84 6,854 1. 雑入 △84 食の自立支援事業個人負担金 △84

6,943 △84 6,859計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

計

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

節
目 補正前の額 補　正　額 計
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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 1,418,054 3,317 1,421,371 1,395 1,289 633 19. 負担金補助及 3,317 負担金 3,317

ビス給付費 び 交 付 金   居宅介護サービス給付費 3,317

3. 地域密着型介 724,936 △67,579 657,357 △28,469 △26,255 △12,855 19. 負担金補助及 △67,579 負担金 △67,579

護サービス給 び 交 付 金   地域密着型介護サービス給付費 △67,579

付費

5. 施設介護サー 1,768,710 △99,960 1,668,750 △42,110 △38,837 △19,013 19. 負担金補助及 △99,960 負担金 △99,960

ビス給付費 び 交 付 金   施設介護サービス給付費 △99,960

8. 居宅介護住宅 12,194 △4,000 8,194 △1,685 △1,554 △761 19. 負担金補助及 △4,000 負担金 △4,000

改修費 び 交 付 金   居宅介護住宅改修費 △4,000

4,085,908 △168,222 3,917,686 △70,869 △65,357 △31,996

（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 210,256 △19,984 190,272 △8,418 △7,764 △3,802 19. 負担金補助及 △19,984 負担金 △19,984

ビス給付費 び 交 付 金   介護予防サービス給付費 △19,984

6. 介護予防住宅 12,638 △4,000 8,638 △1,685 △1,554 △761 19. 負担金補助及 △4,000 負担金 △4,000

改修費 び 交 付 金   介護予防住宅改修費 △4,000

273,311 △23,984 249,327 △10,103 △9,318 △4,563

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

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

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

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

計

目 補正前の額 補　正　額 計



（款）  2.保険給付費

（項）  3.その他諸費 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1. 審査支払手数 4,274 △659 3,615 △278 △256 △125 12. 役 務 費 △659 審査支払手数料 △659

料

4,274 △659 3,615 △278 △256 △125

（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 187,110 4,151 191,261 1,749 1,613 789 19. 負担金補助及 4,151 負担金 4,151

護サービス費 び 交 付 金   特定入所者介護サービス費 4,151

187,506 4,151 191,657 1,749 1,613 789

（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

1. 介護予防・日 141,900 △5,352 136,548 △2,007 △2,114 △1,231 19. 負担金補助及 △5,352 負担金 △3,992

常生活支援サ び 交 付 金   第１号通所事業負担金 △992

ービス事業費   第１号訪問事業負担金 △3,000

補助金 △1,360

  第１号訪問事業補助金 △1,360

2. 一般介護予防 17,312 △2,816 14,496 △394 △1,112 △1,310 13. 委 託 料 △1,416 事業計画評価業務委託料 △1,416

事業費 19. 負担金補助及 △1,400 補助金 △1,400

び 交 付 金   地域介護予防活動支援事業補助金 △1,400

160,061 △8,168 151,893 △2,401 △3,226 △2,541

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

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

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

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

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

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

－9－
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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

2. 総合相談事業 14,222 △888 13,334 △513 △171 △204 13. 委 託 料 △961 総合相談業務委託料 △961

費 19. 負担金補助及 73 負担金 73

び 交 付 金   社会福祉士人件費負担金 73

4. 包括的・継続 7,428 △1,717 5,711 △991 △330 △396 19. 負担金補助及 △1,717 負担金 △1,717

的ケアマネジ び 交 付 金   主任介護支援専門員人件費負担金 △1,717

メント支援事

業費

5. 任意事業費 15,761 △2,150 13,611 △1,192 △481 △477 13. 委 託 料 △1,107 食の自立支援事業委託料 △1,107

20. 扶 助 費 △1,043 介護用品支給費 △371

成年後見制度利用費 △672

6. 在宅医療・介 1,724 △1,234 490 △844 △238 △152 19. 負担金補助及 △1,234 負担金 △1,234

護連携推進事 び 交 付 金   主任介護支援専門員人件費負担金 △1,234

業費

7. 生活支援体制 14,498 △2,420 12,078 △956 △466 △998 13. 委 託 料 △2,420 生活支援コーディネーター業務委託料 △2,420

整備事業費

8. 認知症総合支 11,169 0 11,169 △80 80 財源組替

援事業費

74,929 △8,409 66,520 △4,576 △1,686 △2,147

（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 82,151 40,583 122,734 40,583 25. 積 立 金 40,583 財政調整基金積立金 40,583

82,151 40,583 122,734 40,583

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

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

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

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

計

目 補正前の額 補　正　額 計



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. サービス収入 10,134 △971 9,163

1. 介護給付費収入 3,540 △813 2,727

4. 自己負担金収入 486 △158 328

5. 繰入金 29,477 △1,878 27,599

1. 繰入金 29,477 △1,878 27,599

7. 諸収入 5,004 △2,878 2,126

2. 雑入 5,003 △2,878 2,125

歳　　　　入　　　　合　　　　計 44,619 △5,727 38,892

歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1. サービス事業費 43,606 △5,727 37,879

2. 居宅介護支援事業費 29,451 △5,727 23,724

歳　　　　出　　　　合　　　　計 44,619 △5,727 38,892

介護サービス事業勘定
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１．総　括

歳　入 （単位：千円）

1.

5.

7.

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

1. サ ー ビ ス 事 業 費 43,606 △5,727 37,879 △5,727

歳　　出　　合　　計 44,619 △5,727 38,892 △5,727

歳入歳出補正予算事項別明細書

44,619

5,004

補正前の額

歳　　　　入　　　　合　　　　計

諸 収 入

款

サ ー ビ ス 収 入 10,134 △971 9,163

繰 入 金 29,477 △1,878 27,599

一 般 財 源

38,892

2,126

計

△5,727

△2,878

補　正　額



２．歳　入

（款）  1.サービス収入

（項）  1.介護給付費収入 （単位：千円）

金　　額

1. 地域密着型介護 3,540 △813 2,727 1. 地域密着型通所 △813 地域密着型通所介護サービス費収入 △813

サービス費収入 介護サービス費

収入

3,540 △813 2,727

（款）  1.サービス収入

（項）  4.自己負担金収入 （単位：千円）

金　　額

1. 自己負担金収入 486 △158 328 1. 自己負担金収入 △158 自己負担金収入 △158

486 △158 328

（款）  5.繰入金

（項）  1.繰入金 （単位：千円）

金　　額

1. 他会計繰入金 29,477 △1,878 27,599 1. 一般会計繰入金 △1,878 一般会計繰入金 △1,878

29,477 △1,878 27,599

（款）  7.諸収入

（項）  2.雑入 （単位：千円）

金　　額

3. 雑入 5,001 △2,878 2,123 1. 雑入 △2,878 保険事業勘定人件費負担金 △2,878

5,003 △2,878 2,125

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

計

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

節

計

目 補正前の額 補　正　額 計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

目 補正前の額 補　正　額 計
節
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３．歳　出

（款）  1.サービス事業費

（項）  2.居宅介護支援事業費 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1. 居宅介護支援 29,451 △5,727 23,724 △5,727 4. 共 済 費 △847 臨時職員等共済費 △847

事業費   臨時職員　社会保険料 △838

  臨時職員　労災保険料 △9

7. 賃 金 △4,880 臨時職員賃金 △4,880

  事務補助員賃金 △4,880

29,451 △5,727 23,724 △5,727

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

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

計

目 補正前の額 補　正　額 計


