
議案第１２号

令和元年度酒々井町介護保険特別会計補正予算（第２号）



－1－

令和元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７０，８５３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１，２９５，１７１千円とする。

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。

令和２年３月３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 245,350 △9,768 235,582 

 1. 国庫負担金 218,296 △9,038 209,258 

 2. 国庫補助金 27,054 △730 26,324 

 4. 支払基金交付金 347,472 △18,175 329,297 

 1. 支払基金交付金 347,472 △18,175 329,297 

 5. 県支出金 196,018 △12,330 183,688 

 1. 県負担金 182,515 △10,544 171,971 

 2. 県補助金 13,503 △1,786 11,717 

 6. 財産収入 62 7 69 

 1. 財産運用収入 62 7 69 

 7. 繰入金 249,421 △30,587 218,834 

 1. 一般会計繰入金 196,804 △10,654 186,150 

 2. 基金繰入金 52,617 △19,933 32,684 

　　　　　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 1,366,024 △70,853 1,295,171 

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 21,071 △1,335 19,736 

 1. 総務管理費 7,200 △1,335 5,865 

 2. 保険給付費 1,233,264 △60,254 1,173,010 

 1. サービス等諸費 1,158,912 △54,751 1,104,161 

 3. 高額介護サービス等費 27,358 △735 26,623 

 4. 特定入所者介護サービス等費 42,047 △4,768 37,279 

 3. 基金積立金 2,169 2,498 4,667 

 1. 基金積立金 2,169 2,498 4,667 

 4. 地域支援事業費 88,977 △11,762 77,215 

 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 51,103 △7,062 44,041 

 3. 包括的支援事業・任意事業費 35,305 △4,700 30,605 

　　　　　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 1,366,024 △70,853 1,295,171 

款 項



令 和 元 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 ）
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１．総括
歳入 （単位　千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 3. 国庫支出金 245,350 △9,768 235,582 

 4. 支払基金交付金 347,472 △18,175 329,297 

 5. 県支出金 196,018 △12,330 183,688 

 6. 財産収入 62 7 69 

 7. 繰入金 249,421 △30,587 218,834 

　　　　　歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 1,366,024 △70,853 1,295,171 

歳入歳出補正予算事項別明細書

款



歳出 （単位　千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1. 総務費 21,071 △1,335 19,736    △1,335 

 2. 保険給付費 1,233,264 △60,254 1,173,010 △19,582  △33,140 △7,532 

 3. 基金積立金 2,169 2,498 4,667 2,491  7  

 4. 地域支援事業費 88,977 △11,762 77,215 △5,007  △4,968 △1,787 

　　歳     出     合     計 1,366,024 △70,853 1,295,171 △22,098  △38,101 △10,654 

介護保険特別会計

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 218,296 △9,038 209,258  1. 現年度分 △9,038 現年度分 △9,038

　　　 計 218,296 △9,038 209,258

(款)  3.国庫支出金 (項)  2.国庫補助金

 1.地域支援事業交付金（ 13,417 △1,412 12,005  1. 現年度分 △1,412 現年度分 △1,412

介護予防・日常生活支

援総合事業）

 2.地域支援事業交付金（ 13,592 △1,809 11,783  1. 現年度分 △1,809 現年度分 △1,809

介護予防・日常生活支

援総合事業以外の地域

支援事業）

 3.保険者機能強化推進交 1 2,491 2,492  1. 現年度分 2,491 現年度分 2,491

付金

　　　 計 27,054 △730 26,324

(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 332,981 △16,269 316,712  1. 現年度分 △16,269 現年度分 △16,269

 2.地域支援事業支援交付 14,491 △1,906 12,585  1. 現年度分 △1,906 現年度分 △1,906

金

　　　 計 347,472 △18,175 329,297

(款)  5.県支出金 (項)  1.県負担金

 1.介護給付費負担金 182,515 △10,544 171,971  1. 現年度分 △10,544 現年度分 △10,544

　　　 計 182,515 △10,544 171,971

(款)  5.県支出金 (項)  2.県補助金

 1.地域支援事業交付金（ 6,708 △882 5,826  1. 現年度分 △882 現年度分 △882

介護予防・日常生活支

援総合事業）

節

区　　　分
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　明
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（単位　千円）

金　　額

 2.地域支援事業交付金（ 6,795 △904 5,891  1. 現年度分 △904 現年度分 △904

介護予防・日常生活支

援総合事業以外の地域

支援事業）

　　　 計 13,503 △1,786 11,717

(款)  6.財産収入 (項)  1.財産運用収入

 1.利子及び配当金 62 7 69  1. 利子及び配当金 7 利子及び配当金 7

　　　 計 62 7 69

(款)  7.繰入金 (項)  1.一般会計繰入金

 1.介護給付費繰入金 154,158 △7,532 146,626  1. 現年度分 △7,532 現年度分 △7,532

 2.地域支援事業繰入金（ 6,708 △882 5,826  1. 現年度分 △882 現年度分 △882

介護予防・日常生活支

援総合事業）

 3.地域支援事業繰入金（ 6,795 △905 5,890  1. 現年度分 △905 現年度分 △905

介護予防・日常生活支

援総合事業以外の地域

支援事業）

 4.一般会計繰入金 23,014 △1,335 21,679  1. 一般会計繰入金 △1,335 一般会計繰入金 △1,335

　　　 計 196,804 △10,654 186,150

(款)  7.繰入金 (項)  2.基金繰入金

 1.介護給付費準備基金繰 52,617 △19,933 32,684  1. 介護給付費準備基 △19,933 介護給付費準備基金繰入金 △19,933

入金 金繰入金

　　　 計 52,617 △19,933 32,684

（歳入）国庫支出金，支払基金交付金，県支出金，財産収入，繰入金

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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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 7,200 △1,335 5,865 △1,335 13.委託料 △1,335 ○一般管理費　　　　　　　　　　        △1,335

費   委託料 △1,335

    介護保険事業計画作成業務

　計 7,200 △1,335 5,865 △1,335

（款）  2.保険給付費 （項）  1.サービス等諸費

 1.施設サー 471,984 △17,069 454,915 △5,548 △9,387 △2,134 19.負担金 △17,069 ○施設サービス給付費　　　　　　       △17,069

ビス給付 補助及   負担金補助及び交付金 △17,069

費 び交付     施設サービス給付費

金

 2.居宅サー 686,928 △37,682 649,246 △12,246 △20,726 △4,710 19.負担金 △37,682 ○居宅サービス給付費　　　　　　       △37,682

ビス給付 補助及   負担金補助及び交付金 △37,682

費 び交付     居宅サービス給付費

金

　計 1,158,912 △54,751 1,104,161 △17,794 △30,113 △6,844

（款）  2.保険給付費 （項）  3.高額介護サービス等費

 1.高額介護 27,358 △735 26,623 △239 △404 △92 19.負担金 △735 ○高額介護サービス費　　　　　　          △735

サービス 補助及   負担金補助及び交付金 △735

費 び交付     高額介護サービス費

金

　計 27,358 △735 26,623 △239 △404 △92

（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 42,047 △4,768 37,279 △1,549 △2,623 △596 19.負担金 △4,768 ○特定入所者介護サービス費　　　        △4,768

者介護サ 補助及   負担金補助及び交付金 △4,768

ービス費 び交付     特定入所者介護サービス費

金

　計 42,047 △4,768 37,279 △1,549 △2,623 △596

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

- 9 -



- 10 -

（款）  3.基金積立金 （項）  1.基金積立金 （単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

 1.介護給付 2,169 2,498 4,667 2,491 7 25.積立金 2,498 ○介護給付費準備基金積立金　　　          2,498

費準備基   積立金 2,498

金積立金     積立金

　計 2,169 2,498 4,667 2,491 7

（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 45,864 △6,308 39,556 △2,049 △3,471 △788 19.負担金 △6,308 ○訪問型サービス事業　　　　　　        △1,460

・生活支 補助及   負担金補助及び交付金 △1,460

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　　　　　　        △4,848

  負担金補助及び交付金 △4,848

    通所型サービス支給費

 2.介護予防 5,239 △754 4,485 △245 △415 △94 13.委託料 △754 ○介護予防ケアマネジメント事業　          △754

ケアマネ   委託料 △754

ジメント     介護予防ケアマネジメント業務

事業費

　計 51,103 △7,062 44,041 △2,294 △3,886 △882

（款）  4.地域支援事業費 （項）  3.包括的支援事業・任意事業費

 1.包括的支 34,805 △4,700 30,105 △2,713 △1,082 △905 13.委託料 △4,700 ○包括的支援事業　　　　　　　　        △4,700

援事業費   委託料 △4,700

    地域包括支援センター運営業務

　計 35,305 △4,700 30,605 △2,713 △1,082 △905

（歳出）総務費，保険給付費，基金積立金，地域支援事業費

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


