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遠野市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出予算事項別明細書　(第1号)
1　　総　　　　括

(歳　　　入)
(単位:千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ予算額 侏ｸﾇb�
予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 

I 兢ｸﾊ���426,117 ��B粤��△1,212 鼎#B纉�R�13.8 

2 俶yw�{��-�詹�I{��286 �����0 �#ッ�0.0 

3 俛�ﾌ倡因���745,093 �#B綯�1,787 都Cbﾃャ��24.2 

4 倡瓜Xｮ霎�ﾏ�WHｾ��866,293 �#ゅb�△8.040 塔Sゅ#S2�27.8 

5 侈x辷�ｾ��437.796 ��B紕�0 鼎3r縱澱�L4.2 

6 俥�蝌�?ﾂ�1 �����0 ���0.0 

7 估ｩ?ﾈｾ��556.334 氾ゅ2�△26,017 鉄3�ﾃ3�r�17.2 

8 估ｨ葎ｾ��1 �����82,265 塔"�#cb�2.7 

9 傚H�?ﾂ�2.266 �����0 �"ﾃ#cb�0.1 

歳入合計 �3,034.187 �������48,783 �2ﾃ��"纉s��100.0 
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2　歳　　　入

1款　保険料　1項　介護保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位=千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1第1号被保険者 鼎#b���r�△1.212 釘�#Bﾃ��R�1現年度分介護保 ��#�ﾃ#�"�介護保険料(現年度)の減 

保険料 劔険料 �(合計423.999) 

計 鼎#bﾃ��r�△1.212 鼎#Bﾃ��R� �� 

3款　国庫支出金　2項　国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

り 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

4特例補助金 ���1,787 亦ﾃsビ�1介護保険災害臨 ��ﾃsビ�介誰保険災害臨時特例補助金 

時特例補助金 �(合計1.787) 

計 �#C�ﾃCコ�1,787 �#C2ﾃ#s"� �� 

4款　支払基金交付金　1項　支払基金交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1介護給付費交付 塔Sbﾃ3CR��△7,991 塔Cづ3SB�1現年度分 ��rﾃ涛��介護給付費交付金の減 

金 劔�(合計848,354) 

2地域支援事業交 湯ﾃ鼎��△49 湯ﾃン��1現年度分 ��#C��地域支援事業交付金の減 

付金 劔�(合計9.899) 

計 塔cbﾃ#�2�△8.040 塔Sづ#S2� �� 

7款　繰入金　1項　一般会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈ唔9ﾒ�補正餌 佗b�節 刮s明 
区分 仞�ｧ｢�

1介護給付費繰入 �3Sbﾃ��r�△21,902 �33Bﾃ��R�1現年度分 ��##�纉�"�介護給付費繰入金の減 

金 劔�(合計334.905) 

2介淡予防番茶繰 釘��CB�△22 釘��#"�1硯年度分 ��##"�介護予防事業繰入金の減 

入金 劔�(合計4,122) 
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31㌔総務費出1項総務管理費(単位:千円, 

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 刮s明 特定財駄 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1-般管理費 塔B紊s��165 塔B緜3R� ��(級) △3,845 釘ﾃ����l報剛 田��職員人件費の増95(計55.742) 職員手当等95(計19.244) -般管理費の増70(計28,893) 報酬60(計8.666) 旅費10(計672) 

3職員手当等 涛R�

9旅費 ����

計 塔BﾃCs��165 塔Bﾃc3R� ��△3,845 釘ﾃ���� �� 

2款保険給付費1項介護サービス等諸費(単位=千円) 

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財振内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財政 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1居宅介護サー 涛�ゅcc"�450 涛�津��"�(圏) 1,662 ��(基金) △7,991 �#づc���19負担金､補 鼎S��居宅介護サービス給付費の増450(計919,112) 

ビス給付費 劔�(繰) △21,902 剌赴yび交付 金 剳薗S金､補助及び交付金450(計919,112) 居宅介護サービス給付費450(計919,112) 

汁 �"經c2經コ�450 �"ﾃScB��3R�1,662 ��△29.893 �#ゅc��� �� 

3款基金積立金1項基金積立金(単位:千円) 

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1介誰給付費準 備基金積立金 ���33.■229 �32�#3�� �� �32�##��25積立金 �32ﾃ##��介護給付費準備基金積立金の増33.229(計33,230) 積立金33,229(計33,230) 介護給付費準備基金積立金33,229(計33,230) 

計 ���33.229 �32ﾃ#3�� �� �32ﾃ##�� �� 
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･5款諸支出金2項被災者支援賓,＼甲l比■'‥′ 

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財恢 劍自Lｨﾞ�唯�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1被災者支援費 ���125 ��#R�(国) 125 �� ��19負担金､補 助及び交付 金 ��#R�介護保険被災者支援費補助金125(計125) 負担金､補助金及び交付金125(計125) 介護保険被災者支援費補助金125(計125) 

計 ���125 ��#R�125 �� �� �� 

5歳　諸支出金　　一　　7-



給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 从ｹu餒��劔��｢�ｸｺHﾜ��ﾘxﾇb�儖Xﾖﾂ�報酬 从ｹ{��期末手当 (千円) -A) 亂i~)&韶�9b�その他 の手当 佗b�

(人) 忠�x冷��(千円) 僖隴H辷ｸｹzb��2��Xﾈ饂｢��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) ��

捕 正 後 �+y9�� �� �� ���� �� ��

歳旦 �� ����l �� ��

その他の 特別職 都b�17.469 �� �� ��r紊c��1.696 ��津�cR� 

計 都b�17.469 �� �� ��rﾃCc��1,696 ��偵�cR� 

補 正 節 �+y9��l � �� �� �� ��

貢義貞 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 田��17,409 �� �� ��rﾃC���1,696 ��偵��R�

計 汎��17.409 �� �� ��rﾃC���El.696 ��津��R� 

比 較 �+y9����� �� �� �� 鳴�"���

議員 �� �� �� ��l � 

その他の 特別職 ��R�60 �� �� 田�� 田�� 

計 ��R�60 �� ��】 田��l l 白��c�� 
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢���x冷��増減事由別内訳 (千円) 剞燒ｾ 鳴�OXﾖﾂ�

給料 ��給料改定に伴う増減分 ド ��I ��
I 巨その他の増紛 ��1 】 ��

職員手当 涛R�制度改正に伴う増減分 �� ��
i その他の増減分l95 剋闢鮪x給事由の変更による増 ��

【 

i ら 
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