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議案第３号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊令和３年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第２号）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和３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３１，１９３千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ５，０３８，３２４千円とする。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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４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

1. 保険料 947,574 26,238 973,812

1. 介護保険料 947,574 26,238 973,812

3. 国庫支出金 1,251,837 △28,912 1,222,925

1. 国庫負担金 822,893 △3,283 819,610

2. 国庫補助金 428,944 △25,629 403,315

4. 支払基金交付金 1,288,530 △10,647 1,277,883

1. 支払基金交付金 1,288,530 △10,647 1,277,883

5. 県支出金 715,361 △7,765 707,596

1. 県負担金 679,983 △6,236 673,747

2. 県補助金 35,377 △1,529 33,848

7. 繰入金 795,530 △10,107 785,423

1. 一般会計繰入金 785,624 △10,107 775,517

歳　　　　入　　　　合　　　　計 5,069,517 △31,193 5,038,324

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 109,785 △5,978 103,807

3. 介護認定審査会費 45,181 △5,978 39,203

2. 保険給付費 4,624,234 △29,280 4,594,954

1. 介護サービス等諸費 4,058,050 △17,070 4,040,980

2. 介護予防サービス等諸費 270,615 △3,210 267,405

4. 高額介護サービス等費 103,544 △7,000 96,544

6. 特定入所者介護サービス等費 175,442 △2,000 173,442

3. 地域支援事業費 250,666 △11,503 239,163

1. 介護予防・日常生活支援総合事業費 148,287 △10,152 138,135

2. 包括的支援事業・任意事業費 102,379 △1,351 101,028

5. 基金積立金 43,644 15,568 59,212

1. 基金積立金 43,644 15,568 59,212

歳　　　　出　　　　合　　　　計 5,069,517 △31,193 5,038,324

－3－



－4－

１．総　括

歳　入 （単位：千円）

1.

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 109,785 △5,978 103,807 △1,060 △4,918

2. 保 険 給 付 費 4,624,234 △29,280 4,594,954 △30,792 △11,566 13,078

3. 地 域 支 援 事 業 費 250,666 △11,503 239,163 △4,825 △4,270 △2,408

5. 基 金 積 立 金 43,644 15,568 59,212 15,568

歳　　出　　合　　計 5,069,517 △31,193 5,038,324 △36,677 △20,754 26,238

県 支 出 金 715,361 △7,765 707,596

歳入歳出補正予算事項別明細書

△10,647

△28,912

26,238

補　正　額

5,038,324

785,423

1,277,883

1,222,925

973,812

一 般 財 源

補正前の額

歳　　　　入　　　　合　　　　計

繰 入 金

支 払 基 金 交 付 金

国 庫 支 出 金

保 険 料

款

5,069,517

795,530

1,288,530

1,251,837

947,574

計

△31,193

△10,107



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 947,574 26,238 973,812 1. 現年度分特別徴 29,632 現年度分 29,632

保険料 収保険料

2. 現年度分普通徴 △3,394 現年度分 △3,394

収保険料

947,574 26,238 973,812

（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 822,893 △3,283 819,610 1. 現年度分 △3,283 介護給付費負担金 △3,283

金

822,893 △3,283 819,610

（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 339,752 △21,273 318,479 1. 現年度分調整交 △21,273 調整交付金 △21,273

付金

2. 地域支援事業交 40,504 △2,776 37,728 1. 現年度分 △2,776 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △2,776

付金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

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

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

目 補正前の額 補　正　額 計
節

計
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（款）  3.国庫支出金

（項）  2.国庫補助金 （単位：千円）

金　　額

3. 地域支援事業交 33,730 △520 33,210 1. 現年度分 △520 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △520

付金（包括的支

援事業・任意事

業）

6. 事業費補助金 2,500 △1,060 1,440 1. 事業費補助金 △1,060 介護保険事業費補助金（システム改修分） △1,060

428,944 △25,629 403,315

（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 1,248,544 △7,906 1,240,638 1. 現年度分 △7,906 介護給付費交付金 △7,906

金

2. 地域支援事業支 39,986 △2,741 37,245 1. 現年度分 △2,741 地域支援事業支援交付金 △2,741

援交付金

1,288,530 △10,647 1,277,883

（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 679,983 △6,236 673,747 1. 現年度分 △6,236 介護給付費負担金 △6,236

金

679,983 △6,236 673,747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
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

計

目 補正前の額 補　正　額 計



（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 18,512 △1,269 17,243 1. 現年度分 △1,269 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △1,269

付金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

2. 地域支援事業交 16,865 △260 16,605 1. 現年度分 △260 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △260

付金（包括的支

援事業・任意事

業）

35,377 △1,529 33,848

（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 578,029 △3,660 574,369 1. 現年度分 △3,660 介護給付費繰入金 △3,660

金

2. その他一般会計 108,188 △4,918 103,270 2. 事務費繰入金 △4,918 事務費繰入金 △4,918

繰入金

3. 地域支援事業繰 18,511 △1,269 17,242 1. 現年度分 △1,269 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） △1,269

入金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

4. 地域支援事業繰 16,864 △260 16,604 1. 現年度分 △260 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） △260

入金（包括的支

援事業・任意事

業）

785,624 △10,107 775,517計

計

目 補正前の額 補　正　額

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分

計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分
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３．歳　出

（款）  1.総務費

（項）  1.総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1. 一般管理費 59,774 0 59,774 △1,060 1,060 財源組替

60,309 0 60,309 △1,060 1,060

（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 7,760 △2,247 5,513 △2,247 1. 報 酬 △2,130 委員報酬 △2,130

会費   介護認定審査会委員 △2,130

11. 役 務 費 △117 通信運搬費 △117

2. 認定調査等費 37,421 △3,731 33,690 △3,731 11. 役 務 費 △3,175 主治医意見書作成料 △3,175

12. 委 託 料 △556 認定調査委託料 △556

45,181 △5,978 39,203 △5,978

（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

3. 地域密着型介 667,500 24,100 691,600 25,342 9,520 △10,762 18. 負担金補助及 24,100 負担金 24,100

護サービス給 び 交 付 金   地域密着型介護サービス給付費 24,100

付費

5. 施設介護サー 1,755,270 △50,000 1,705,270 △52,578 △19,751 22,329 18. 負担金補助及 △50,000 負担金 △50,000

ビス給付費 び 交 付 金   施設介護サービス給付費 △50,000

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

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

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



（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

9. 居宅介護サー 164,400 8,830 173,230 9,284 3,488 △3,942 18. 負担金補助及 8,830 負担金 8,830

ビス計画給付 び 交 付 金   居宅介護サービス計画給付費 8,830

費

4,058,050 △17,070 4,040,980 △17,952 △6,743 7,625

（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 206,700 870 207,570 915 344 △389 18. 負担金補助及 870 負担金 870

ビス給付費 び 交 付 金   介護予防サービス給付費 870

3. 地域密着型介 17,808 △5,000 12,808 △5,258 △1,975 2,233 18. 負担金補助及 △5,000 負担金 △5,000

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 △5,000

ス給付費

7. 介護予防サー 34,800 920 35,720 967 363 △410 18. 負担金補助及 920 負担金 920

ビス計画給付 び 交 付 金   介護予防サービス計画給付費 920

費

270,615 △3,210 267,405 △3,376 △1,268 1,434

（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 103,400 △7,000 96,400 △7,361 △2,765 3,126 18. 負担金補助及 △7,000 負担金 △7,000

ビス費 び 交 付 金   高額介護サービス費 △7,000

103,544 △7,000 96,544 △7,361 △2,765 3,126

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

目 補正前の額 補　正　額 計

特　　　定　　　財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

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

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　明

－9－



－10－

（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 174,958 △2,000 172,958 △2,103 △790 893 18. 負担金補助及 △2,000 負担金 △2,000

護サービス費 び 交 付 金   特定入所者介護サービス費 △2,000

175,442 △2,000 173,442 △2,103 △790 893

（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 134,267 △10,152 124,115 △4,045 △4,010 △2,097 18. 負担金補助及 △10,152 負担金 △10,152

常生活支援サ び 交 付 金   介護予防ケアマネジメント事業負担金

△1,332

ービス事業費   第１号通所事業負担金 △4,862

  第１号訪問事業負担金 △3,958

148,287 △10,152 138,135 △4,045 △4,010 △2,097

（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 22,404 △1,351 21,053 △780 △260 △311 12. 委 託 料 △1,351 総合相談業務委託料 △1,351

費

102,379 △1,351 101,028 △780 △260 △311

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

特　　　定　　　財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

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

説　　　　　　　　明

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



（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 43,644 15,568 59,212 15,568 24. 積 立 金 15,568 財政調整基金積立金

43,644 15,568 59,212 15,568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

15,568
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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 36 5,520 5,520 5,520

計 36 5,520 5,520 5,520

長　　　　　　　 等

議　　　　　　　 員

その他の特別職 36 7,650 7,650 7,650

計 36 7,650 7,650 7,650

長　　　　　　　 等

議　　　　　　　 員

その他の特別職 0 △ 2,130 △ 2,130 △ 2,130

計 0 △ 2,130 △ 2,130 △ 2,130

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


