
平 成　23　年　度

介　護　保　険　特　別　会　計

予　算　に　関　す　る　説　明　書

(第　2　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2号)
1　総　　　　括

(歳　　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円･%)

歌 �盈｢�補正前 �,ﾈｧ｢�】補正予算額 侏ｸﾇb�
予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�給餌対比 

■1 兢ｸﾊ���∃424,905 ��2繧�0 鼎#B纉�R�13.7 

2 俶yw�{��-���I{��286■ �����0 �#ッ�0.0 

3 俛�ﾌ倡因���746,880 �#Bﾃ"�804 謄sCrﾃcィ�24.2 

4 倡瓜Xｮ霎�ﾏ�WHｾ��858,253 �#r繧�0 塔Sづ#S2�27.7 

■5 侈x辷�ｾ��437,796 ��B�"�0 鼎3rﾃs澱�14.2 

6p 俥�蝌�?ﾂ�1 �����0 ���0.0 

7 估ｩ?ﾈｾ��530,317 ��r�"�7,894 鉄3ゅ#���17.4 

8 估ｨ葎ｾ�r�82,266 �"縒�0 塔"ﾃ#cb�2.7 

9 傚H�?ﾂ�2,266 �����0 �"ﾃ#cb�0.1 

歳入_合計 �3,082.970 �������8,698 �2ﾃ���ﾃcc��100.0 

介護保険特別会計保険事業勘定　　-　l-



介護保険特別会計保険事業勘定　　-　　2-

(歳　　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円･%)



＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

2　歳　　　入

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

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正餅 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

4特例補助金 ��縱ビ�804 �"經���1介碓保険災害臨 塔�B�介碓供険災害臨時特例補助金の増 

時特例補助金 �(合計2,591) 

計 ��#C2�#s"�804 �#CB��sb� �� 

7款　繰入金　1項　一般会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位If円)

= 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正綿 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 俾�j��

4その他繰入金 塔�ﾃ�#r�6,893 塔ゅ�#��1事務費繰入金 澱ﾃン2�事務費繰入金の増 (合計88.020) 

計 鼎#津Cc2�6.893 鼎3b�3Sb� �� 

7款繰入金2項基金繰入金(単位=千円) 

冒 竸&ﾉ_ﾅGH,ﾈｧ｢�補｣1三額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

2介誰従事者処遇 ���1,001 �������1介書生従事者処遇 ��ﾃ����介岩壁従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 

改善鴨時特例基 金繰入金 劔改善臨時特例基 金繰入金 �(合計1.001) 

計 ����繝SB�1,001 ����繝SR� �� 

3款　同庫支出金　7款　繰入金　　-　　3-



1款総務費1項総務管理費(単位:千円) 

目 丿��9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財振内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ��r�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1一般管遡費 塔Bﾃc3R�7,894 涛"經#�� ��(級) 7.894 ��2給料 ��#�r�職員人件費の減△37(計55.705) 給料△17(計27.370) 職員手当等△8(計19,236) 共済野△12(計8,967) -般管理費の増7.931(計36,824) 需用費1.001(計3,690) 委託料6,930(計16,720) 介誰保険事務支援システム改修兼務委託料 

3職員手当等 ��#��

4兆済費 ��#�"�

11節用費 ��ﾈ������

13葬託料 澱ﾃ�3��

計 塔B緜3R�7.894 涛"ﾃS#�� ��7,894 �� �� 

2款保険給付費1項介護サービス等諸費(単位:千円) 

日. 竸)�9���,ﾉ�ﾂ�補正輯p 佗b�補正額の財済内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財味 劍自Lｨﾞ�ｬﾂ�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1居宅介護サー �$排ﾆﾆﾃ"�△2.941 涛�bﾃ�s��(国) △808 ��(基金) △882 ��#S�R�19負担金､補 ��#"ﾃ鼎��居宅介護サ-ビス給付費の械△2.941(計916,l71) 

ビス給付費. 劔(帰) �(繰) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付金△2.941(計916,l71) 

△368 凵｢368 刹� 刹書詹誧mサービス給付費△2,941(計916,17l) 

5施設介,#サー ��ﾃ#�B粤#���297 ���#�B經�b�(国) 297 �� ��19負担金､補 �#途�施設介誰サービス給付費の増297(計1.214,516) 

ビス給付費 劔劔助及び交付 金 剳薗S金､補助及び交付金297(計1,214,516) 施設介紐サービス給付費297(計1,214,516) 

7居宅介護福祉 �(�s�cB�306 �"ﾃ3s��(国) 87 ��(基金) 92 田�� ��居宅介漣福祉用具鵬入野の増306(計2,370) 

用具購入費 劔(脹) �(級) 劔負担金､補助及び交付金306(計2,370) 

1款　総務費　2款　保険給付費　1　5-



2款　保険給付費　　-　　6-

2款保険給付費1項介讃サービス等諸費tFP-liL.TnJ 

EI 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 �や�補正額の財源内訳 劔節 刮s明 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 

38 ��38 ��19負担金､補 助及び交付 金 �3�b�居宅介讃福祉用具購入費306(計2,370) 

計 �"ﾃScB��3R�△2,338 �"ﾃSc�ﾃc途�△754 ��△1,120 ��#CcB�- �� 

2款保険給付費2項介蔑予防サービス等諸費(単位:千円) 

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正朝 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剿e明 特定財蹄 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国児支出金 �&韵Y.2�その他 

3地域盛者型介 �2縱�"�2,529 澱ﾃ3#��(国) 691 ��(基金) 758 鼎Cb�19負担金､補 �"ﾃS#��地域密着型介讃予防サ-ビス給付費の増 

魂予防サービ 劔(良) �(a) 剌赴yび交付 �2,529(計6,321) 

ス給付費 劔317 �317 刹� 剳苑c金､補助及び交付金2.529(計6,321) 地域密着JB介頑予防サービス給付費 2,529(計6,321) 

5介護予防福祉 �3sB�106 售����(国) 30 ��(基金) 32 ����19負地金､補 ���b�介護予防福祉用具購入費の増106(計480) 

用具購入費 劔し県) �(繰) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付金106(計480) 

13 �13 刹� 刮諟z予防福祉用具購入費106(計480) 

計 涛づ鉄"�2,635 ����ﾃSビ�1,051 ��1,120 鼎cB� �� 



5款諸支出金2項被災者支援費(単位:千円) 

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

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1被災者支援費 ��#R�507 田3"�(国) 507 �� ��19負担金､補 助及び交付 金 鉄�r�介誰保険被災者支援費補助金の増507(計632) 負担金､柿助及び交付金507(計632) 介護保険被災者支援費補助金507(計632) 

計 ��#R�507 田3"�507 �� ��- �� 

5款　諸支出金　　-　　■卜



給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 冤 職員数 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合申▲ 儖Xﾖﾂ�報酬 从ｹ{��期末手当 (千円) 年間支給率 (2.90月分) 冉ﾘｪi~)&韶�9b����x冷��その他 の手当 ■(千円) 佗b�

(人) 忠�x冷��(千円) 劔(千円) 忠�x冷��(千円) 

描 正 徳 �+y9�� 鳴� 鳴�� 鳴�ﾂ��� ��

読点 �� �� �� �� ��

その他の 特別職 都b�17,469 ���ー �� ��rﾃCc��1,696 ��偵�cR� 

計 都b�17,469 �� �� 白�｣�r紊c��1,696 ��偵�cR� 

描 正 前 �+y9�� �� �� �� �� ��

海員 �� �� ��- 辻�- �� 

その他の 特別職 都b�l7,J169 �� �� 辺rﾄ｣�c��1.696 ��鎚�｣cR�

計 都b�17.469 �� �� ��rﾃCc��1.696 ��偵�cR� 

比 較 �+y9�� 鳴� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ���� �� 冤 �� 

計 ���� �� �� �� 

給与費明細書　　-　　9-



給tl･費明細番　　-　10-

2　　一　般　職

(1)総　括

区分:職員数 刹距^琴_____: r給群山職員手当計共済費 劔合計聖備考 

(人) ��ﾈ������x冷��(千円) 忠�x冷討��x冷��忠�x冷���

補正後 途�r 27,370 姪津#ｨｫ��46,606 唐ﾃ田r�55,573 ��

補正前 途�27,387 ��津#H6ﾓ��16,631 唐ﾃ都��55,610 ��

比較 ��△17 ��#��△25△12 凵｢37 ��

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養.手当 �,ｨｼ韶�9b�住居手当 �<�鈺ｼ駝�詹9b�時間外 勤務手当 偬�?ｩ+ﾈ詹9b�夜間勤務手当 倬�;h詹9b�休日勤務手当 

(千H) 忠�tｒ�(千円) 忠�x冷��(千日) 忠�y?｢��(千円) 忠�y?｢��(千円) 

且_空後 補正前 涛�2�496 �#S"� ��ﾃ�澱� �� 塔2�

947 鼎澱�l 252l �1.096 �� ��83 

比較 鼎b� �� �� �� ��

区分 豫yyﾙ�X詹9b�管理職員 特別勤務手当 弍ｩih詹9b�:勤勉手当 亂i~)&韶�9b�退職手当 �%��yXｹD8詹9b�初任給 調亜手当 倡�,x.�詹9b�

l(千円) 忠�x冷��(千円).(千円) �(千円) 忠�x冷��(千円) 宙險冷��廷坦⊥ 

.補吏後 白� ��bﾃC#r�3,112 鼎���6,296 �� ��

補正前 �� ���ｵ��ﾅ��sR�3,115 ��C���6.299 �� 

比故 �� ����#C��ﾂ�1 △31 l 凵｢3 �� 



(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢�【 増減事由別内訳【説明 劔OXﾖﾂ�

(千日) 忠�tｔb�

給料 ��(�ｳr�給料改定に伴う増減分 鳴�(�"ﾃr�r ��

その他の増減分 �� ��

職員手当 ��#��制度改正に伴う増減分 ��#c2�給与改定による減 ��
l i その他の増減分 l 姪SR�手当支給事由の変更による増 】 i ��

給与費明細書　　-　1l-



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i科目 竸)�9��,ﾉ=｢�剳竦ｳ予算額 綿ﾋｸﾇb�
｢.盲一｢㌻~完~一一｢総額対比 l l 劔予算朗 ��ﾙ|ﾉ�餒B�

1け-ビス収入 2廃入金 �����C釘�"��0 姪��ﾃ��B�84.1 

623 迭�8 ���#�"�I,915 ��R纈�

3■繰越金 ���0.0_且.｣"ー__ー_.〟____Lm_ 劔0.0 

4i諸収入 ���0.ooll 劔 

歳入合計 ���ﾃs#��100.01,292112.021 劔100.0 

介護保険特別会計介護サービス事業勘定　　-　13-



介護保険特別会計介護サービス事業糊定　-　14-

(歳　　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円･%)

款 �盈｢�L補正前あ額 剳竦ｳ 冕Hﾋｸﾇb��6yy�5(�ｸﾍﾘ耳耳耳��?���^)�9uﾈ螽ｧｨ,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�ｸﾙ�ﾊx辷�ｾ�ｹ&饑ｺ)/菱+w鉅*��ｸﾋ3�自Lｨﾞ�ﾋ��
予算爾 ��ﾘﾊI�餒B�予算額 冰ﾈ蟀dr�総額対比 

1 �5H�ｸ7(5磯hｼiN��10,679 50 涛偵R�1,292 ����纉s��99.6 ��-一一一｢--l千一一一一一一一一一 l 

2 冰ﾉOYN����絣�0 撞S��c�紕���

一出合計 ���ﾃs#�#���ﾃ����ﾃ#�"�12,021]100.0 � 免ﾂﾃ#�&ﾂ�



197　-　噂く繋　輯Z



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し判､LITnJ 

目 竸)�9���ｦﾈ���補正析 佗b�補正額の財敵内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ��r�区分 仞�ｧ｢�

同県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1介護予防サ- ビス啓発費 ���ﾃcs��I,292 免ﾂ纉s�� ��(繰) i.292 ��l報剛 ��"�介護予防サービス計画静の増1.292(計11,971) 報酬l2(計2.069) 共済費4(計261) 委託料7.276(計7.243) 介言砦予防サービス計画書作成委託料 

4共済費 釘�

13委託料 ��ﾃ#sb�

計 ���緜s��1,292 免ﾂﾃ都�� ��I.292 �� �� 

1款　サービス事業費　　-　17-



1

給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 从ｹu餒��劔鳴�ｦﾂ8ﾜ�2�合計 儖Xﾖﾂ�報酬 从ｹ{��期末手当 (千円) --^血. 亂i~)&韶�9b�その他 の手当 佗b�

(人) 忠�x冷��(千円) 僖隴I[iJ�zb��"纉�ﾈ饂｢��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

棉 正 後 �+y9�� �� ��- ��- �� 辻�

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ���2,069 �� �� �"ﾃ�c��261 �"ﾃ33�� 

idL. ���2,069 �� �� �"��c��261 �"�33�� 

棉 正 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

そ万福の 特別職 ���2,057 �� �� �"ﾃ�Sr�257 �"ﾃ6ﾄｦﾂ� 

節 佗b�1 �"��Sr� �� ��2,057 �#Sr�2,314 ��

比 較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��】2 �� �� ��"�4 姪b� 

計 ��ー2 �� �� ��"�4 ��b� 

給与費明細番　1 19-



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項 侘�7逢｢�前年度末までの 支出(見込)額 剴槙Y年度以降の 支出予定額 剄ｶ■の財鯨内訳 定財満 劍自Lｨﾞ�ｸ"�

期間 仞�ｧ｢�期間 仞�ｧ｢�国庫支 又仞�爾�地方債 �+ｸ,ﾉ�ﾂﾂ�

平成24年度における経常業務の業務委託契約及 び賃貸借契約に係る債務負担 ��x冷�[ﾙ�ﾃ#ID�7疫ﾈ､R�,Y.�-�.乂｢�年度 ��x冷�年度 23-24 ��x冷�ﾌ�7逢ｨ,�:�+b�千円 剞迚~ ��x冷�千円 全額 

債務負担行為調書　　-　21 -


