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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊令和４年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第２号）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和４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４４，６２６千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ４，９６７，０８９千円とする。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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５年２月２１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 1,217,505 2,832 1,220,337

1. 国庫負担金 822,325 △10,394 811,931

2. 国庫補助金 395,180 13,226 408,406

4. 支払基金交付金 1,280,909 △21,078 1,259,831

1. 支払基金交付金 1,280,909 △21,078 1,259,831

5. 県支出金 708,502 △12,725 695,777

1. 県負担金 674,757 △11,317 663,440

2. 県補助金 33,744 △1,408 32,336

7. 繰入金 791,708 △13,655 778,053

1. 一般会計繰入金 780,790 △12,445 768,345

3. 基金繰入金 1,210 △1,210 0

歳　　　　入　　　　合　　　　計 5,011,715 △44,626 4,967,089

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 106,074 △2,687 103,387

3. 介護認定審査会費 43,168 △2,687 40,481

2. 保険給付費 4,606,402 △66,800 4,539,602

1. 介護サービス等諸費 4,049,454 △20,900 4,028,554

2. 介護予防サービス等諸費 269,043 △21,600 247,443

4. 高額介護サービス等費 97,440 △5,000 92,440

6. 特定入所者介護サービス等費 173,882 △19,300 154,582

3. 地域支援事業費 238,309 △11,270 227,039

1. 介護予防・日常生活支援総合事業費 137,868 △11,270 126,598

5. 基金積立金 39,211 36,131 75,342

1. 基金積立金 39,211 36,131 75,342

歳　　　　出　　　　合　　　　計 5,011,715 △44,626 4,967,089
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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 106,074 △2,687 103,387 △2,687

2. 保 険 給 付 費 4,606,402 △66,800 4,539,602 △5,463 △27,596 △33,741

3. 地 域 支 援 事 業 費 238,309 △11,270 227,039 △4,430 △4,450 △2,390

5. 基 金 積 立 金 39,211 36,131 75,342 36,131

歳　　出　　合　　計 5,011,715 △44,626 4,967,089 △9,893 △34,733

一 般 財 源

補正前の額

歳　　　　入　　　　合　　　　計

支 払 基 金 交 付 金

国 庫 支 出 金

款

5,011,715

791,708

1,280,909

1,217,505

計

△44,626

△13,655

4,967,089

778,053

1,259,831

歳入歳出補正予算事項別明細書

△21,078

2,832

補　正　額

繰 入 金

1,220,337

県 支 出 金 708,502 △12,725 695,777



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 822,325 △10,394 811,931 1. 現年度分 △10,394 介護給付費負担金 △10,394

金

822,325 △10,394 811,931

（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 311,441 16,248 327,689 1. 現年度分調整交 16,248 調整交付金 16,248

付金

2. 地域支援事業交 36,932 △3,022 33,910 1. 現年度分 △3,022 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △3,022

付金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

395,180 13,226 408,406

（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 1,243,729 △18,036 1,225,693 1. 現年度分 △18,036 介護給付費交付金 △18,036

金

2. 地域支援事業支 37,180 △3,042 34,138 1. 現年度分 △3,042 地域支援事業支援交付金 △3,042

援交付金

1,280,909 △21,078 1,259,831

節
説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分

節
説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分

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

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計
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（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 674,757 △11,317 663,440 1. 現年度分 △11,317 介護給付費負担金 △11,317

金

674,757 △11,317 663,440

（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 17,212 △1,408 15,804 1. 現年度分 △1,408 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △1,408

付金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

33,744 △1,408 32,336

（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 575,800 △8,350 567,450 1. 現年度分 △8,350 介護給付費繰入金 △8,350

金

2. その他一般会計 106,977 △2,687 104,290 2. 事務費繰入金 △2,687 事務費繰入金 △2,687

繰入金

3. 地域支援事業繰 17,211 △1,408 15,803 1. 現年度分 △1,408 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） △1,408

入金（介護予防

・日常生活支援

総合事業）

780,790 △12,445 768,345

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

計

目 補正前の額 補　正　額

計

節
説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分



（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 1,210 △1,210 0 1. 財政調整基金繰 △1,210 財政調整基金繰入金 △1,210

入金 入金

1,210 △1,210 0計

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分
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３．歳　出

（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 7,771 △1,150 6,621 △1,150 1. 報 酬 △1,150 委員報酬 △1,150

会費   介護認定審査会委員 △1,150

2. 認定調査等費 35,397 △1,537 33,860 △1,537 11. 役 務 費 △605 主治医意見書作成料 △605

12. 委 託 料 △932 認定調査委託料 △932

43,168 △2,687 40,481 △2,687

（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 1,452,000 △29,100 1,422,900 △4,857 △11,877 △12,366 18. 負担金補助及 △29,100 負担金 △29,100

ビス給付費 び 交 付 金   居宅介護サービス給付費 △29,100

3. 地域密着型介 684,000 40,600 724,600 19,284 15,842 5,474 18. 負担金補助及 40,600 負担金 40,600

護サービス給 び 交 付 金   地域密着型介護サービス給付費 40,600

付費

5. 施設介護サー 1,727,450 △42,400 1,685,050 △8,870 △17,201 △16,329 18. 負担金補助及 △42,400 負担金 △42,400

ビス給付費 び 交 付 金   施設介護サービス給付費 △42,400

9. 居宅介護サー 174,000 10,000 184,000 4,776 3,900 1,324 18. 負担金補助及 10,000 負担金 10,000

ビス計画給付 び 交 付 金   居宅介護サービス計画給付費 10,000

費

4,049,454 △20,900 4,028,554 10,333 △9,336 △21,897

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

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



（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 210,000 △17,000 193,000 △5,784 △6,767 △4,449 18. 負担金補助及 △17,000 負担金 △17,000

ビス給付費 び 交 付 金   介護予防サービス給付費 △17,000

3. 地域密着型介 11,640 △2,600 9,040 △979 △1,029 △592 18. 負担金補助及 △2,600 負担金 △2,600

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 △2,600

ス給付費

7. 介護予防サー 36,000 △2,000 34,000 △629 △799 △572 18. 負担金補助及 △2,000 負担金 △2,000

ビス計画給付 び 交 付 金   介護予防サービス計画給付費 △2,000

費

269,043 △21,600 247,443 △7,392 △8,595 △5,613

（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 97,200 △5,000 92,200 △1,538 △2,000 △1,462 18. 負担金補助及 △5,000 負担金 △5,000

ビス費 び 交 付 金   高額介護サービス費 △5,000

97,440 △5,000 92,440 △1,538 △2,000 △1,462計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

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

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
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（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 173,400 △19,300 154,100 △6,866 △7,665 △4,769 18. 負担金補助及 △19,300 負担金 △19,300

護サービス費 び 交 付 金   特定入所者介護サービス費 △19,300

173,882 △19,300 154,582 △6,866 △7,665 △4,769

（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 126,247 △11,270 114,977 △4,430 △4,450 △2,390 18. 負担金補助及 △11,270 負担金 △11,270

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 △677

ービス事業費   第１号通所事業負担金 △7,944

  第１号訪問事業負担金 △2,649

137,868 △11,270 126,598 △4,430 △4,450 △2,390

（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 39,211 36,131 75,342 36,131 24. 積 立 金 36,131 財政調整基金積立金 36,131

39,211 36,131 75,342 36,131

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

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

計

目 補正前の額 補　正　額

計

目 補正前の額 補　正　額



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 46 6,580 6,580 6,580

計 46 6,580 6,580 6,580

長　　　　　　　 等

議　　　　　　　 員

その他の特別職 46 7,730 7,730 7,730

計 46 7,730 7,730 7,730

長　　　　　　　 等

議　　　　　　　 員

その他の特別職 0 △ 1,150 △ 1,150 △ 1,150

計 0 △ 1,150 △ 1,150 △ 1,150

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
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