
議案第１０号

平成３０年度酒々井町介護保険特別会計補正予算（第２号）



－1－

平成３０年度酒々井町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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６，３０１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１，３０７，０５８千円とする。

２ 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。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」

による。

平成３１年３月５日提出

酒々井町長 小 坂 泰 久



第１表　歳入歳出予算補正

歳入 （単位　千円）

補正前の額 補  正  額 計

 3. 国庫支出金 237,298 △6,055 231,243 

 1. 国庫負担金 211,297 △6,797 204,500 

 2. 国庫補助金 26,001 742 26,743 

 4. 支払基金交付金 348,928 △13,072 335,856 

 1. 支払基金交付金 348,928 △13,072 335,856 

 5. 県支出金 190,413 △8,102 182,311 

 1. 県負担金 177,413 △7,930 169,483 

 2. 県補助金 13,000 △172 12,828 

 6. 財産収入 68 △11 57 

 1. 財産運用収入 68 △11 57 

 7. 繰入金 217,430 △19,061 198,369 

 1. 一般会計繰入金 185,003 △6,530 178,473 

 2. 基金繰入金 32,427 △12,531 19,896 

　　　　　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 1,353,359 △46,301 1,307,058 

介護保険特別会計

款 項
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歳出 （単位　千円）

補正前の額 補  正  額 計

 1. 総務費 18,662 △694 17,968 

 1. 総務管理費 4,656 △324 4,332 

 3. 要介護等認定費 12,119 △370 11,749 

 2. 保険給付費 1,196,030 △45,311 1,150,719 

 1. サービス等諸費 1,117,054 △36,484 1,080,570 

 4. 特定入所者介護サービス等費 47,827 △8,230 39,597 

 5. 高額医療合算介護サービス等費 4,000 △597 3,403 

 3. 基金積立金 15,682 1,074 16,756 

 1. 基金積立金 15,682 1,074 16,756 

 4. 地域支援事業費 84,673 △1,370 83,303 

 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 47,236 △1,370 45,866 

　　　　　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 1,353,359 △46,301 1,307,058 

款 項



平成３０年度酒々井町介護保険特別会計補正予算事項別明細書（第２号）



１．総括
歳入 （単位　千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 3. 国庫支出金 237,298 △6,055 231,243 

 4. 支払基金交付金 348,928 △13,072 335,856 

 5. 県支出金 190,413 △8,102 182,311 

 6. 財産収入 68 △11 57 

 7. 繰入金 217,430 △19,061 198,369 

　　　　　歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 1,353,359 △46,301 1,307,058 

介護保険特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款
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歳出 （単位　千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1. 総務費 18,662 △694 17,968    △694 

 2. 保険給付費 1,196,030 △45,311 1,150,719 △14,727  △25,452 △5,132 

 3. 基金積立金 15,682 1,074 16,756 1,085  △11  

 4. 地域支援事業費 84,673 △1,370 83,303 △515  △683 △172 

　　歳     出     合     計 1,353,359 △46,301 1,307,058 △14,157  △26,146 △5,998 

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特      定      財      源款 補正前の額 補  正  額 計
一 般 財 源
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２．歳入

(款)  3.国庫支出金 (項)  1.国庫負担金 （単位　千円）

金　　額

 1.介護給付費負担金 211,297 △6,797 204,500  1. 現年度分 △6,797

　　　 計 211,297 △6,797 204,500

(款)  3.国庫支出金 (項)  2.国庫補助金

 1.地域支援事業交付金（ 12,536 △343 12,193  1. 現年度分 △343

介護予防・日常生活支

援総合事業）

 5.保険者機能強化推進交 0 1,085 1,085  1. 現年度分 1,085

付金

　　　 計 26,001 742 26,743

(款)  4.支払基金交付金 (項)  1.支払基金交付金

 1.介護給付費交付金 334,888 △12,688 322,200  1. 現年度分 △12,688

 2.地域支援事業支援交付 14,040 △384 13,656  1. 現年度分 △384

金

　　　 計 348,928 △13,072 335,856

(款)  5.県支出金 (項)  1.県負担金

 1.介護給付費負担金 177,413 △7,930 169,483  1. 現年度分 △7,930

　　　 計 177,413 △7,930 169,483

(款)  5.県支出金 (項)  2.県補助金

 1.地域支援事業交付金（ 6,268 △172 6,096  1. 現年度分 △172

介護予防・日常生活支

援総合事業）

　　　 計 13,000 △172 12,828

(款)  6.財産収入 (項)  1.財産運用収入

 1.利子及び配当金 68 △11 57  1. 利子及び配当金 △11

　　　 計 68 △11 57

（歳入）国庫支出金，支払基金交付金，県支出金，財産収入

介護保険特別会計

節

区　　　分
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　明
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(款)  7.繰入金 (項)  1.一般会計繰入金 （単位　千円）

金　　額

 1.介護給付費繰入金 149,504 △5,664 143,840  1. 現年度分 △5,664

 2.地域支援事業繰入金（ 6,268 △172 6,096  1. 現年度分 △172

介護予防・日常生活支

援総合事業）

 4.一般会計繰入金 20,648 △694 19,954  1. 一般会計繰入金 △694

　　　 計 185,003 △6,530 178,473

(款)  7.繰入金 (項)  2.基金繰入金

 1.介護給付費準備基金繰 32,427 △12,531 19,896  1. 介護給付費準備基 △12,531

入金 金繰入金

　　　 計 32,427 △12,531 19,896

節

区　　　分
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　明



３．歳出

（款）  1.総務費 （項）  1.総務管理費 （単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

 1.一般管理 4,656 △324 4,332 △324 14.使用料 △324 ○一般管理費　　　　　　　　　　          △324

費 及び賃   使用料及び賃借料 △324

借料     介護保険システム賃借料

　計 4,656 △324 4,332 △324

（款）  1.総務費 （項）  3.要介護等認定費

 1.要介護等 12,119 △370 11,749 △370 12.役務費 △500 ○要介護等認定費　　　　　　　　          △370

認定費 13.委託料 130   役務費 △500

    手数料

  委託料 130

    介護保険システム改修業務

　計 12,119 △370 11,749 △370

（款）  2.保険給付費 （項）  1.サービス等諸費

 1.施設サー 458,302 △7,679 450,623 △2,496 △4,223 △960 19.負担金 △7,679 ○施設サービス給付費　　　　　　        △7,679

ビス給付 補助及   負担金補助及び交付金 △7,679

費 び交付     施設サービス給付費

金

 2.居宅サー 658,752 △28,805 629,947 △9,361 △16,376 △3,068 19.負担金 △28,805 ○居宅サービス給付費　　　　　　       △28,805

ビス給付 補助及   負担金補助及び交付金 △28,805

費 び交付     居宅サービス給付費

金

　計 1,117,054 △36,484 1,080,570 △11,857 △20,599 △4,028

（款）  2.保険給付費 （項）  4.特定入所者介護サービス等費

 1.特定入所 47,827 △8,230 39,597 △2,675 △4,526 △1,029 19.負担金 △8,230 ○特定入所者介護サービス費　　　        △8,230

者介護サ 補助及   負担金補助及び交付金 △8,230

ービス費 び交付     特定入所者介護サービス費

金

　計 47,827 △8,230 39,597 △2,675 △4,526 △1,029

（歳出）総務費，保険給付費

介護保険特別会計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

特　　定　　財　　源目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　明
区　分 金　　額
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（款）  2.保険給付費 （項）  5.高額医療合算介護サービス等費 （単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

 1.高額医療 4,000 △597 3,403 △195 △327 △75 19.負担金 △597 ○高額医療合算介護サービス費　　          △597

合算介護 補助及   負担金補助及び交付金 △597

サービス び交付     高額医療合算介護サービス費

費 金

　計 4,000 △597 3,403 △195 △327 △75

（款）  3.基金積立金 （項）  1.基金積立金

 1.介護給付 15,682 1,074 16,756 1,085 △11 25.積立金 1,074 ○介護給付費準備基金積立金　　　          1,074

費準備基   積立金 1,074

金積立金     積立金

　計 15,682 1,074 16,756 1,085 △11

（款）  4.地域支援事業費 （項）  1.介護予防・生活支援サービス事業費

 1.介護予防 42,481 △1,470 41,011 △553 △732 △185 19.負担金 △1,470 ○訪問型サービス事業　　　　　　            879

・生活支 補助及   負担金補助及び交付金 879

援サービ び交付     訪問型サービス支給費

ス事業費 金 ○通所型サービス事業　　　　　　        △2,077

  負担金補助及び交付金 △2,077

    通所型サービス支給費

○高額介護予防サービス費等相当事

業　　　　　　　　　　　　　　          △272

  負担金補助及び交付金 △272

    高額介護予防サービス費相当支給

    費

 2.介護予防 4,755 100 4,855 38 49 13 13.委託料 100 ○介護予防ケアマネジメント事業　            100

ケアマネ   委託料 100

ジメント     介護予防ケアマネジメント業務

事業費

　計 47,236 △1,370 45,866 △515 △683 △172

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

特　　定　　財　　源目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　明
区　分 金　　額


