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

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

令和２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２３３，２２９千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ４，９８２，８６５千円とする。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊令和３年２月２４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

3. 国庫支出金 1,229,695 △59,904 1,169,791

1. 国庫負担金 839,532 △40,622 798,910

2. 国庫補助金 390,163 △19,282 370,881

4. 支払基金交付金 1,325,641 △64,422 1,261,219

1. 支払基金交付金 1,325,641 △64,422 1,261,219

5. 県支出金 725,366 △34,930 690,436

1. 県負担金 692,767 △33,152 659,615

2. 県補助金 32,598 △1,778 30,820

7. 繰入金 840,682 △73,973 766,709

1. 一般会計繰入金 795,637 △36,044 759,593

3. 基金繰入金 37,929 △37,929 0

歳　　　　入　　　　合　　　　計 5,216,094 △233,229 4,982,865

保険事業勘定



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1. 総務費 113,878 △9,900 103,978

2. 徴収費 4,427 △700 3,727

3. 介護認定審査会費 40,810 △9,200 31,610

2. 保険給付費 4,714,762 △227,000 4,487,762

1. 介護サービス等諸費 4,128,051 △199,500 3,928,551

2. 介護予防サービス等諸費 281,749 △21,500 260,249

6. 特定入所者介護サービス等費 203,601 △6,000 197,601

3. 地域支援事業費 235,251 △13,300 221,951

1. 介護予防・日常生活支援総合事業費 155,393 △11,600 143,793

2. 包括的支援事業・任意事業費 79,858 △1,700 78,158

5. 基金積立金 110,104 16,971 127,075

1. 基金積立金 110,104 16,971 127,075

歳　　　　出　　　　合　　　　計 5,216,094 △233,229 4,982,865

－3－
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１．総　括

歳　入 （単位：千円）

3.

4.

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. 総 務 費 113,878 △9,900 103,978 △9,900

2. 保 険 給 付 費 4,714,762 △227,000 4,487,762 △95,337 △123,585 △8,078

3. 地 域 支 援 事 業 費 235,251 △13,300 221,951 503 △4,910 △8,893

5. 基 金 積 立 金 110,104 16,971 127,075 16,971

歳　　出　　合　　計 5,216,094 △233,229 4,982,865 △94,834 △138,395

一 般 財 源

補正前の額

歳　　　　入　　　　合　　　　計

繰 入 金

県 支 出 金

支 払 基 金 交 付 金

国 庫 支 出 金

款

5,216,094

840,682

725,366

1,325,641

1,229,695

計

△233,229

△73,973

4,982,865

766,709

690,436

1,261,219

1,169,791

歳入歳出補正予算事項別明細書

△34,930

△64,422

△59,904

補　正　額



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 839,532 △40,622 798,910 1. 現年度分 △40,622 介護給付費負担金 △40,622

金

839,532 △40,622 798,910

（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 316,270 △21,563 294,707 1. 現年度分調整 △21,563 現年度分 △21,563

交付金

2. 地域支援事業交 38,782 △2,900 35,882 1. 現年度分 △2,900 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △2,900

付金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

3. 地域支援事業交 26,411 △655 25,756 1. 現年度分 △655 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △655

付金（包括的支

援事業・任意事

業）

4. 保険者機能強化 7,000 △585 6,415 1. 保険者機能強化 △585 保険者機能強化推進交付金 △585

推進交付金 推進交付金

6. 保険者努力支援 0 6,421 6,421 1. 保険者努力支援 6,421 保険者努力支援交付金 6,421

交付金 交付金

390,163 △19,282 370,881計

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

－5－
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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 1,283,756 △61,290 1,222,466 1. 現年度分 △61,290 介護給付費交付金 △61,290

金

2. 地域支援事業支 41,885 △3,132 38,753 1. 現年度分 △3,132 地域支援事業支援交付金 △3,132

援交付金

1,325,641 △64,422 1,261,219

（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 692,767 △33,152 659,615 1. 現年度分 △33,152 介護給付費負担金 △33,152

金

692,767 △33,152 659,615

（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 19,392 △1,450 17,942 1. 現年度分 △1,450 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △1,450

付金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

2. 地域支援事業交 13,206 △328 12,878 1. 現年度分 △328 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △328

付金（包括的支

援事業・任意事

業）

32,598 △1,778 30,820計

節
説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分

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

目 補正前の額 補　正　額 計



（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 589,345 △28,374 560,971 1. 現年度分 △28,374 現年度分 △28,374

金

2. その他一般会計 113,130 △9,900 103,230 2. 事務費繰入金 △9,900 事務費繰入金 △9,900

繰入金

3. 地域支援事業繰 19,391 △1,450 17,941 1. 現年度分 △1,450 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） △1,450

入金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

4. 地域支援事業繰 13,205 △328 12,877 1. 現年度分 △328 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） △328

入金（包括的支

援事業・任意事

業）

5. 低所得者保険料 60,566 4,008 64,574 1. 現年度分 4,008 現年度分 4,008

軽減繰入金

795,637 △36,044 759,593

（款）  7.繰入金

（項）  3.基金繰入金 （単位：千円）

金　　額

1. 財政調整基金繰 37,929 △37,929 0 1. 財政調整基金 △37,929 財政調整基金繰入金 △37,929

入金 繰入金

37,929 △37,929 0計

節
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
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３．歳　出

（款）  1.総務費

（項）  2.徴収費 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1. 賦課徴収費 4,427 △700 3,727 △700 12. 委 託 料 △700 納入通知書ブッキング及び封入作業

委託料 △700

4,427 △700 3,727 △700

（款）  1.総務費

（項）  3.介護認定審査会費 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1. 介護認定審査 7,791 △2,100 5,691 △2,100 1. 報 酬 △2,100 委員報酬 △2,100

会費   介護認定審査会委員 △2,100

2. 認定調査等費 33,019 △7,100 25,919 △7,100 11. 役 務 費 △4,000 主治医意見書作成料 △4,000

12. 委 託 料 △3,100 認定調査委託料 △3,100

40,810 △9,200 31,610 △9,200

（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 1,487,813 △74,000 1,413,813 △31,078 △40,288 △2,634 18. 負担金補助及 △74,000 負担金 △74,000

ビス給付費 び 交 付 金   居宅介護サービス給付費 △74,000

3. 地域密着型介 678,970 △40,000 638,970 △16,799 △21,778 △1,423 18. 負担金補助及 △40,000 負担金 △40,000

護サービス給 び 交 付 金   地域密着型介護サービス給付費 △40,000

付費

5. 施設介護サー 1,777,611 △82,000 1,695,611 △34,439 △44,641 △2,920 18. 負担金補助及 △82,000 負担金 △82,000

ビス給付費 び 交 付 金   施設介護サービス給付費 △82,000

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



（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

8. 居宅介護住宅 11,888 △1,500 10,388 △630 △818 △52 18. 負担金補助及 △1,500 負担金 △1,500

改修費 び 交 付 金   居宅介護住宅改修費 △1,500

9. 居宅介護サー 167,212 △2,000 165,212 △840 △1,089 △71 18. 負担金補助及 △2,000 負担金 △2,000

ビス計画給付 び 交 付 金   居宅介護サービス計画給付費 △2,000

費

4,128,051 △199,500 3,928,551 △83,786 △108,614 △7,100

（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 211,903 △12,000 199,903 △5,041 △6,533 △426 18. 負担金補助及 △12,000 負担金 △12,000

ビス給付費 び 交 付 金   介護予防サービス給付費 △12,000

3. 地域密着型介 23,851 △6,900 16,951 △2,898 △3,757 △245 18. 負担金補助及 △6,900 負担金 △6,900

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 △6,900

ス給付費

6. 介護予防住宅 12,634 △2,600 10,034 △1,092 △1,415 △93 18. 負担金補助及 △2,600 負担金 △2,600

改修費 び 交 付 金   介護予防住宅改修費 △2,600

281,749 △21,500 260,249 △9,031 △11,705 △764

（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 203,171 △6,000 197,171 △2,520 △3,266 △214 18. 負担金補助及 △6,000 負担金 △6,000

護サービス費 び 交 付 金   特定入所者介護サービス費 △6,000

203,601 △6,000 197,601 △2,520 △3,266 △214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

－9－
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（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 141,335 △11,600 129,735 △2,979 △4,582 △4,039 18. 負担金補助及 △11,600 負担金 △11,600

常生活支援サ び 交 付 金   介護予防ケアマネジメント事業 △3,400

ービス事業費   負担金

  第１号通所事業負担金 △8,200

2. 一般介護予防 12,939 0 12,939 502 △502 財源組替

事業費

155,393 △11,600 143,793 △2,477 △4,582 △4,541

（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

1. 総合相談事業 22,818 △1,700 21,118 △983 △328 △389 12. 委 託 料 △1,700 総合相談業務委託料 △1,700

費

3. 包括的・継続 5,713 0 5,713 669 △669 財源組替

的ケアマネジ

メント支援事

業費

4. 任意事業費 15,162 0 15,162 2,379 △2,379 財源組替

5. 在宅医療・介 73 0 73 △270 270 財源組替

護連携推進事

業費

6. 生活支援体制 16,180 0 16,180 719 △719 財源組替

整備事業費

7. 認知症総合支 10,791 0 10,791 466 △466 財源組替

援事業費

79,858 △1,700 78,158 2,980 △328 △4,352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



（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 110,104 16,971 127,075 16,971 24. 積 立 金 16,971 財政調整基金積立金 16,971

110,104 16,971 127,075 16,971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

－11－



－12－

報　酬 給　料 期末手当 年間支給率 その他の手当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円）

長　　　　　　　 等

議　　　　　　　 員

その他の特別職 35 5,838 5,838 5,838

計 35 5,838 5,838 5,838

長　　　　　　　 等

議　　　　　　　 員

その他の特別職 35 7,938 7,938 7,938

計 35 7,938 7,938 7,938

長　　　　　　　 等

議　　　　　　　 員

その他の特別職 0 △ 2,100 △ 2,100 △ 2,100

計 0 △ 2,100 △ 2,100 △ 2,100

補正後

補正前

比　較

給　　与　　費　　明　　細　　書

１、特　別　職

区　　　　　　　　分
職員数

給　　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　　費
共　済　費 合　　計 備　考


