
平 成 29 年　度

遠　野　市　介　護　保　険　特　別　会　計

予　算　に　関　す　る　説　明　書

(第　1　号)

岩　手　県　遠　野　市



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 

1 兢ｸﾊ���578,215 ��b紕�128 鉄sづ3C2�16.1 

2 俶yw�{��-�詹�I{��410 �����0 鼎���0.0 

3 俛�ﾌ倡因���923,619 �#b�2�212 涛#2ﾃ�3��25.7 

4 倡瓜Xｮ霎�ﾏ�WHｾ��945,046 �#e���1,622 涛Cbﾃcc��26.4 

5 侈x辷�ｾ��507,501 ��B紕�72 鉄�rﾃSs2�14.1 

6 俥�蝌�?ﾂ�1 �����0 ���0.0 

7] 估ｩ?ﾈｾ��558.797 ��R纈�△21,255 鉄3rﾃSC"�15.0 

8 估ｨ葎ｾ��1 �����89,275 塔津#sb�2.5 

9 傚H�?ﾂ�2,651 �����4,074 澱ﾃs#R�0.2 

歳入合計 �3,516,24】 �������74,128 �2ﾃS��ﾃ3c��100.0 

介護保険特別会計保険事業勘定　1　1 -



介護保険特別会計保険事業勘定　　-　　21

(歳　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ 予算額 侏ｸﾇb�竸)�9uﾈ螽ｧｨ,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�特定財汲 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

予算砺 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 
国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1 ��ﾙk�N��91,826 �"綯�0 涛�ﾃ�#b�2.5 �� �� 

2 兢ｸﾊ�ｹWIN��3,317,809 涛B紕�0 �2ﾃ3�rﾃ����92.4 �� �� 

3 舒霎���xｾ��1 �����45,657 鼎RﾃcS��1.3 �� ��45,657 

4 �&闔h辷�馼ｼiN��105,304 �2���4,656 ���津田��3.1 �#��� 釘ﾃC3�� 

5 傚H辷�ｾ��301 �����23,815 �#Bﾃ��b�0.7 �� ��23,815 

6 冰ﾉOYN��1,000 �����0 ��ﾃ����0.0 �� �� 

歳出合計 �3,516,241 �������74,128 �2ﾃS��ﾃ3c��100.0 �#��� 釘ﾃC3��69,472 



2　歳　　　入

1款　保険料　1項　介護保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

日 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 鉄sづ#�R�128 鉄sづ3C2�1現年度分介護保 ��#��特別徴収保険料の増 

保険料 劔険料 �(合計577,397) 

計 鉄sづ#�R�128 鉄sづ3C2� �� 

3款　国庫支出金　　2項　国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1調整交付金 �#唐ﾃ#3"�66 �#唐ﾃ#唐�2過年度分調整交 田b�調整交付金の増 

付金 �(合計66) 

2地域支援事業交 ��Rﾃ3Cb�146 ��RﾃC�"�1現年度分 ��Cb�地域支援事業交付金(介護予防.El常生活支援総合事業)の増 

付金(介護予防 ･El常生活支援 総合事業) 劔�(合計15,492) 

計 �33RﾃS���212 �33R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｢�

2地域支援事業支 ��rﾃ�ヲ�1,622 ��ゅ����1現年度分 ��c2�地域支援事業交付金の増 

援交付金 劔�(合計17,352) 

2過年度分 ��ﾃCS��地域支援事業交付金の増1 (合計1,459) 

計 涛CRﾃ�Cb�1,622 ���鼎bﾃcc�� �� 

1款　保険料　3款　国庫支出金　4款　支払基金交付金　　-　　3-



5款　県支出金　7款　繰入金　　-　　4-

5款　県支出金　　2項　県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1地域支援事業交 途ﾃcsB�72 途ﾃsCb�1硯年度分 都"�地域支援事業交付金(介護予防.日常生活支援総合事業)の増 

付金(介護予防 ･日常生活支援 総合事業) 劔�(合計7,746) 

計 ��づcC��72 ��づs�"� �� 

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

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1介護給付費繰入 鼎�Bﾃ#32�△8,827 鼎�RﾃC�b�1現年度分 ��#づ�#r�介護給付費繰入金の減 

金 劔�(合計405′406) 

2地域支援事業繰 途ﾃイ��△959 澱ﾃャ��1現年度分 ��#鉄��地域支援事業繰入金(介護予防.El常生活支援総合事業)の減 

入金(介護予防 ･日常生活支援 総合事業) 劔�(合計6,889) 

3地域支援事業繰 ���ﾃ田R�1,236 ��"ﾃ#���1現年度分 ��ﾃ#3b�地域支援事業繰入金(介護予防.日常生碍支援総合事業以外)の増 

入金(介護予防 ･日常生活支援 総合事業以外) 劔�(合計12,201) 

4その他繰入金 都bﾃ3cr�△12,708 田2ﾃcS��1事務費繰入金 ��#�"ﾃs���事務費繰入金の減 (合計63,659) 

5低所得者軽減繰 澱��S��3 澱ﾃ�c"�1低所得者軽減繰 �2�低所得者軽減繰入金の増 

入金 劔入金 �(合計6,162) 

計 鉄�RﾃSs"�△21,255 鼎釘ﾃ3�r� �� 



8款　繰越金　　1項　繰越金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

冒 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1繰越金 ���89,275 塔津#sb�1繰越金 塔津#sR�繰越金の増 (合計89∫276) 

計 ���89,275 塔津#sb� �� 

9款　諸収入　　2項　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

3雑入 �"ﾃcC��4,074 澱ﾃs#"�3介護予防ケアマ 釘ﾃ�sB�介護予防ケアマネ収入の増 

ネ収入 �(合計4,074) 

計 �"ﾃcS��4,074 澱ﾃs#B� �� 

8款　繰越金　9款　諸収入　　-　　5-



3　歳　　　出

2款　保険給付費　　1項　介護サービス等諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

冒 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｢�

同県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1居宅介護サー ��ﾃ��"ﾃ�cr�△300 ��ﾃ���ﾃscr�(国) △87 ��(基金) △84 ��#SB�19負担金､補 ��#3���居宅介護サービス給付費の減△300(計1,091.767) 

ビス給付費 劔(県) �(級) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付金△300(計1,091,767) 

△37 凵｢38 刹� 刹書詹諟�Tービス給付費 

計 �"ﾃ涛rﾄ#3B�△300 �"ﾃ涛rﾃS3B�△124 ��△122 ��#SB� �� 

2款　保険給付費　　5項　高額医療合算介護サービス等費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

冒 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 
一般財渡 仞iZ｢�金額 

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1高額医療合算 迭ﾃ�#"�300 澱ﾃ##"�(国) 87 ��(基金) 84 鉄B�19負担金､補 �3���高額医療合算介護サービス費の増300(計6,222) 

介護サービス 劔(県) �(繰) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付金300(計6,222) 

費 劔37 �38 刹� 剄ｊz医療合算介護サービス費 

計 迭ﾃ�#2�300 澱�##2�124 ��122 鉄B� �� 

3款　基金積立金　　1項　基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千円)

冒 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�氓�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1介護給付費準 備基金積立金 售��45,657 鼎RﾃcS�� �� 鼎RﾃcSr�25積立金 鼎RﾃcSr�介護給付費準備基金積立金の増45,657(計45.658) 積立金45,657(計45,658) 介護給付費準備基金積立金45.657(計45,658) 

計 ���45,657 鼎RﾃcS�� �� 鼎RﾃcSr� �� 

2款　保険給付費　3款　基金積立金　　一　　7-



4款　地域支援事業費　5款　諸支出金　　一　　8-

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

園児支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2介護予防ケア ��ﾃ3�B�4,656 迭纉c��(国)- 146 ��(基金) 163 ��13委託料 鉄�"�介護予防ケアマネジメント事業費の増 

マネジメント 劔(県) �(顔) �19負担金､補 助及び交付 金 釘ﾃ�sB�4,656(計5,960) 

事業費 劔72 �73 (請) 4,074 128 劔委託料582(計1,886) 介護予防ケアマネジメント委託料 負担金､補助及び交付金4,074(計4,074) 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 4,074(計4,074) 

計 �#津Cコ�4,656 �3Bﾃ�C��218 ��4,438 �� �� 

5款　諸支出金　1項　償還金及び還付加算金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

冒 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�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1第1号被保険 �3���559 塔S�� �� 鉄S��23償還金､利 鉄S��第1号被保険者還付金の増559(計859) 

者還付金 劔劔子及び割引 料 剌條ﾒ金､利子及び割引料559(計859) 

2償還金 ���23,256 �#8�ﾃ#Sr� �� �#2ﾃ#Sb�23償還金､利 子及び割引 料 �#2ﾃ#Sb�償還金の増23,256(計23,257) 償避金､利子及び割引料23,256(計23,257) 返選金23,256(計23,257) 

計 �3���23,815 �#Bﾃ��b� �� �#2ﾃ��R� �� 



遠野市介護保険特別会計介護サービス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�"�総額対比 

1 �5H�ｸ7(5茨ｹ?ﾂ�7,491 鉄B���0 途ﾃC���54.1 

2 估ｩ?ﾈｾ��6,353 鼎R纈�0 澱ﾂ�3S2�45.8 

3 估ｨ葎ｾ��1 �����】4 ��R�0.1 

4 傚H�?ﾂ�】 �����0 ��｢�0.0 

歳入合計 �13,846 �������14 ��2ﾃツ��100.0 

介護保険特別会計介護サービス事業勘定　　-　　9-



介護保険特別会計介護サービス事業勘定　　一　10-

(歳　　LT. )　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ 予算額 侏ｸﾇb�竸)�9uﾈ箞ｧｨ,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 
国県支出金 �&荀､ﾈﾜ"�その他 

1 �5H�ｸ7(5磯hｼiN��13,796 涛偵b�14 ��2ﾃ����99.6 �� ��14 

2 冰ﾉOYN��50 ��紕�0 鉄��0.4 �� �� 

歳出合計 �13,846 �������14 ��2ﾃツ��一oo.0 �� ��14 



2　歳　　　入

3款　繰越金　1項　繰越金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千円)

目 竸)�9��,ﾉ*��補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1繰越金 ���14 ��R�1繰越金 ��B�繰越金の増 (合計15) 

計 ���14 ��R� �� 

3款　繰越金　　一　11-



3　歳　　　出

1款　サービス事業費　1項　介護予防サービス事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1介護予防サー ビス事業費 ��2ﾃs澱�14 ��2繝��� �� ��B�12役務費 ��B�介護予防サ-ビス計画費の増14(計13,810) 役務費14(計23) 

汁 ��2ﾃs澱�14 ��2ﾃ���� �� ��B� �� 

1款　サービス事業費　　-　13-


