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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3号)
1　総　　　　括

(歳　　　入)
(単位　千円･%)

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

1 兢ｸﾊ���578,620 ��b���832 鉄s津CS"�16.1 

2 俶yw�{��-�詹�I{��410 �����0 鼎���0.0 

3 俛�ﾌ倡因���925,250 �#R繧�△224 涛#Rﾃ�#b�25.8 

4 倡瓜Xｮ霎�ﾏ�WHｾ��946,738 �#b�2�△351 涛Cbﾃ3ビ�26.3 

5 侈x辷�ｾ��507,794 ��B���△226 鉄�rﾃSc��14.1 

6 俥�蝌�?ﾂ�1 �����223 �##B�0.0 

7 估ｩ?ﾈｾ��539,978 ��R���10 鉄3津塔��15.0 

8 估ｨ葎ｾ��89,276 �"絣�0 塔偵#sb�2.5 

9 傚H�?ﾂ�7,691 ���"�88 途ﾃss��0.2 

歳入合計 �3.595,758 �������352 �2ﾃS澱ﾃ����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　　-　　2-

(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�hﾞ�ﾋ�>�o2�棉.定財蔽 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 
国展支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1 ��ﾙk�N��95,018 �"綯�612 涛Rﾃc3��2.7 �� 澱ﾓ�"� 

2 兢ｸﾊ�ｹWIN��'3,317,705 涛"�2�△7,682 �2ﾃ3��ﾃ�#2�92.0 ��#2ﾃCcb� ��#2ﾃ�#r�△389 

3 舒霎���xｾ��45,658 ���2�225 鼎Rﾃャ2�1.3 �� �##2�2 

4 �&闔h辷�馼ｼiN��112,261 �2���7,197 ���津CS��3.3 �"ﾃcs�� �"ﾃ田"�1,564 

5 傚H辷�ｾ��24,116 ��縒�0 �#B���b�0.7 �� �� 

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

歳出合計 �3.595,758 �������352 �2ﾃS澱�����100.0 ��#s迭� ��#3��I.177 



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 鉄sづc#��832 鉄s津CS"�l現年度分介護保 塔3"�特別徴収保険料の増 

保険料 劔険料 �(合計578,506) 

計 鉄sづc#��832 鉄s津CS"� �� 

3款　国庫支出金　1項　国庫負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1介護給付費負担 鉄モﾃ�モ�△1■,252 鉄ッ繝3b�1現年度分 ��#�ﾃ#S"�介護給付費負担金の滅 

金 劔�(合計586,836) 

計 鉄モﾃ�モ�△.1..252 鉄ッﾃ�3b� �� 

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 �#�"�#モ�△752 �#途ﾃS3b�1現年度分調整交 ��#sS"�調整交付金の滅 

付金 �(合計297,470) 

2地域支援事業交 ��R經���1,773 ��rﾃ3SB�1現年度分 ��ﾃss2�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 ･El常生子吉支援 総合事業) 劔�(合計17,354) 

3坤域支援事業交 �#"ﾃ3�2�7 �#"ﾃ2s#��1現年度分 途�地域支援事業交付金(介護予防.日常生活支援総合事業以外)の増 

付金(介護予防 ･日常生活支援 総合事業以外) 劔�(合計22,320) 

計 �33rﾃ�c"�1,028 �33ゅ���� �� 

1款　保険料　3款　国庫支出金　　-　　3-



4款　支払基金交付金　5款　県支出金　　-　　4-

4款　支払基金交付金　1項　支払基金交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.f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 涛#rﾃ�#r�･△2,336 涛#RﾃC���1現年度分 ��#"ﾃ33b�介護給付費交付金の減 

金 劔�(合計925,491) 

2地域支援事業支 ��づ����1,985 �#�ﾃンb�1現年度分 ��ﾃ塔R�地域支援事業支援交付金の増 

援一交付金 劔�(合計19,437) 

計 涛Cbﾃs3��△351 涛Cbﾃ3ビ� �� 

5款　県支出金　1項　県負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 偬��節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1介護給付費負担 鼎モﾃイr�△.1,462 鼎ビﾃ3コ�1現年度分 ��#�ﾃCc"�介護給付費負担金の液 

金 劔�(合計487,385) 

計 鼎モﾃイr�△1,462 鼎ビﾃ3コ� �� 

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

自 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s���887 唐ﾃcs��1現年度分 塔ビ�地域支援事業交付金(介諌予防.El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8,678) 

2地域支援革菓交 免ﾂﾃ�Sb�4 免ﾂﾃ�c��1現年度分 釘�地域支援事業交付金(介護予防.日常生活支援総合事業以外)の増 

付金(介護予防 ･日常生活支援 総合事業以外) 劔�(合計11,160) 

3介護保険サービ ���345 �3CR�1介護保険サーピ �3CR�介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金 

ス利用者負担特 例措置支援事業 費補助金 劔ス利用者負担特 例措置支援事業 費補助金 �(合計345) 

計 ��づ鼎r�1,236 �#�ﾃ��2� �� 



6款　財産収入　1項　財産運用収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1利子及び配当金 ���223 �##B�1基金利子 �##2�基金利子の増 (合計224) 

計 ���223 �##B� �� 

7款　繰入金　1項　一般会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位二千円)

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 泥CRﾃ3釘�△1,041 鼎�B�3S2�1現年度分 ��#�ﾃ�C��介護給付費繰入金の減 

金 劔�(合計404.353) 

2地域支援事業級 澱ﾃ�3B�886 途ﾃ�#��1現年度分 塔ッ�地域支援事業繰入金(介護予防.日常生活支援総合事業)の増 

入金(介護予防 ･日常生字音支援 総合事業) 劔�(合計7,820) 

3地域支援事業繰 ��"ﾃ3�"�3 ��"ﾃ3迭�1現年度分 �2�地域支援事業繰入金(介護予防.日常生活支援総合事業以外)の増 

入金(介護予防 ･日常生子吉支援 総合事業以外) 劔�(合計12,395) 

4その他繰入金 田Rﾃピ��612 田b紊�2�1-事務費繰入金 田�"�事務費繰入金の増 (合計66,483) 

5低所得者軽減繰 澱ﾃ�c"�△450 迭ﾃs�"�1低所得者軽減繰 ��#CS��低所得者樫減繰入金の減 

入金 劔入金 �(合計5,712) 

計 鼎澱ﾃsS2�10 鼎澱ﾃsc2� �� 

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

冒 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額. 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

3雑入 途ﾃcモ�88 途ﾃssb�3介護予防ケアマ 塔��介護予防ケアマネ収入の増 

ネ収入 �(合計5,128) 

計 途ﾃc���88 途ﾃss�� �� 

6款　財産収入　7款　繰入金　9款　諸収入　　-　　5-





3　歳　　　出

1款　総務費　　1項　総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 特定財汲 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国保支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1-般管理費 都��ﾃ����△14 都ゅ涛r� ��(級) △14 ��2~給料 定�#C���職員人件発の減△330(計46,756) 給料△410(計23,161) 職員手当等△18(計16,338) 共済費98(計7,133) 一般管理費の増316(計32,241) p委託料316(計8,239) 介護語監定審査会資料作成システム改修業務委託料 

3職員手当等 ��#���

4共済費 涛��

13重富毛料 �3�b�

計 都津����△14 都ゅ涛r� ��△14 �� �� 

1款　総務費　　2項　介護認定審査会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 特定財振 剪ﾙLｨﾞ��R�区分. 仞�ｧ｢�

国展支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2認定調査等費 免ﾂﾃs#B�626 售�"ﾃ3S�� ��(級) 626 ��12役務費 �(.v��認定調査等費の増626(計12,350) 役務費290(計8.954) 委託料336(計3,350) 要介護認定調査業務垂托料 

13委託料 �33b�

計 ��bﾃ��r�626 ��bﾃc32� ��626 �� �� 

1款　総務費　　-　　7-



2款　保険給付費　　-　　8-

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�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財漁 劍自Lｨﾞ�ｸ"�区分 鍛ｧ��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1居宅介護サー ��ﾃ���ﾃ3#��△5,166 ��ﾃ�ッﾃ�c2�(国) △1,497 ��(基金) △1,446 ��#C�"�19負担金､補 ��#Rﾃ�cb�居宅介護サービス給付費の減△5,166(計1,086,163) 

ビス給付費 劔(県) �(繰) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付金△5.-166(計1,086,163) 

△645 凵｢1,096 刹� 刹書詹諟�Tービス給付費△5,166(計1,086;163) 

5施設介護サー 亦�3C2ﾃ33��△8,342 亦ﾃ33Bﾃ塔��(国) △2,001 ��(基金) △2.335 ��#�ﾃS�B�19負担金､補 ��#づ3C"�施設介護サービス給付費の減△B,342(計1,334,988) 

ビス給付費 劔(県) �(顔) 剌赴yび交付 剳薗n金､補助及び交付金△8,342(計1,334,988) 

△1,459 凵｢1,043 刹� 剋{設介護サービス給付費.△8,342(計1,334,988) 

7唇宅介護福祉 �2ﾃ����150 �2ﾃ�c��(国) 43 ��(基金) 42 �#��19負担金､補 ��S��居宅介護福祉用具購入費の増150(計3,168) 

用具購入費 劔(県) la �(級) 19 剌赴yび交付 ■金 剳薗S金､補助及び交付金150(計3,168) 居宅介護福祉用具購入費150(計3,168) 

8居宅介護住宅 迭ﾃ�#��1,330 途��S��(国) 385 ��(基金) 372 �#C��19負担金､補 ��ﾃ33��居宅介護住宅改修費の増1,330(計-7,151) 

改修費 劔(輿) �(繰) 剌赴yび交付 勍負担金､補助及び交付金1,330(計7,151) 

166 �167 刹� 刹書詹諟�Z宅改修費1,330(計7,151) 

計 �"ﾃ涛rﾃ##b�△12,028 �"ﾃ塔Rﾃ�唐�△4,990 ��△5,320 ��#�ﾃs��� �� 

2款　保険給付費　　2項　介護予防サービス等諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

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

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

介-=拓サ- 田津sS2�2,822 都"ﾃSsR�(国) ��(基金) 鉄���日 �"ﾃ�#"�JA 1プ護予帽 pビス給付費■ 劔817 (県) �790 (級) �19負担金､補 助及び交付 刮諟�¥防サーヒス弄,]付費の増2,822(計72,575) 負担金､補助及び交付金2,822(計72,575) 

352 �353 刹� 刮諟�¥防サービス給付費2,822(計72,575) 



2款　保険給付費　　2項　介護予防サービス等諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

冒 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正碑の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�6��区分 仞�ｧ｢�

国見支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

5介護予防福祉 涛SR�270 白�##R�(匡け 78 ��(基金) 75 鉄��19負担金､補 �#s��介埋予防福祉用具購入費の増270(計1.225) 負担金､補助及び交付金270(計1,225) 

用具購入費 劔(鼎) 33 �(繰) 34 剌赴yび交付 金 刮諟�¥防福祉用具購入費270(計1,225) 

6介護予防住宅 ��ﾃゴR�500 �"�3SR�(国) 145 ��(基金) 140 涛��19負担金､補 侘ｴ��介護予防住宅改修費の増500(計2,355) 

改修費 劔(鼎) �(級) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付金500(計2,355) 

62 �63 刹� 刮諟ｪ予防住宅改修費500(計2.355) 

計 涛�ﾃSs2�3,592 涛Rﾃ�cR�i.487 ��1,455 田S�� �� 

2款　保険給付費　　5項　高額医療合算介讃サービス等費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国見支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1高額医療合算 澱ﾃ##"�94 澱ﾃ3�b�(国) 26 ��(基金) 26 ����19負担金､補 涛B�高額医療合算介護サービス費の増94(計6,316) 

介護サービス 劔(県) �(級) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付金94(計6,316) 

費 劔ll �12 刹� 剄ｊz医療合算介護サービス費94(計6,316) 

計 澱�##2�94 澱ﾃ3�r�37 ��38 ���� �� 

2歳　保険給付費　　-　　9-



2款　保険給付費　3款　基金積立金　4歳　地域支援事業費　　-　10-

2款　保険給付費　　6項　市町村特別給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 冓ｩg����,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞煦齧ｾ 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市町村特別給 釘ﾃ����660 釘ﾃcc�� �� 田c��19負担金､補 田c��市町村特別給付費の増660(計4,660) 

付費 劔劔助及び交付 金 剳薗S金､補助及び交付金660(計4,660) 市町村特別給付費660(計4,660) 

計 釘ﾃ����660 釘ﾃcc�� �� 田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 定ﾇb�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財漁 劔)ｩLｨﾞ�,"�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 俑9_ｸﾜ"�その他 

1介護給付費準 備基金積立金 鼎RﾃcS��225 鼎Rﾃャ2� ��(財) 223 �"�25穣立金 �##R�介護給付費準備基金積立金の増225(計45,883) 積立金225(計45,883) 介護給付費準備基金積立金225(計45,883) 

計 鼎R緜S��225 鼎Rﾃャ2� ��223 �"� �� 

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 特定財振 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧｧ��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1介護予防.生 �#づ����7,623 �3Rﾃ��B�(国) 1,906 ��(基金) 2,134 ��ﾃcsr�19負担金､補 途ﾃc#2�第1号妨間事業費の増1,490(計7,196) 

活支援サービ 劔(県) �(繰) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付金1,490(計7,196) 

ス事業費 劔953 �953 刹� 剔�1号訪問事業負担金1,490(計7.196) 第1号適所事業費の増6,133(計28,608) 負担金､補助及び交付金6,133(計28,608)I 第1号適所事業負担金6,133(計28.608) 



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)

日 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��R�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2介護予防ケア 途ﾃ����809 途ﾃ塔��(国) 180 ��(基金) 202 ��S��13委託料 �33b�介護予防ケアマネジメント事業費の増809(計7,989) 委託料336(計3,442) 

マネジメント 劔(県)- �(級) �19負粗金､補 助及び交付 金 鼎s2�介護予防ケアマネジメント.業務委託料 

事業費 劔91 �90 (請) 88 劔■負担金､補助及び交付金473(計4,547) 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 473(計.4.547) 

計 �3Rﾃ3c��8,432 鼎2ﾃs�2�3,130 ��3,467 ��ﾃ�3R� �� 

4款　地域支援事業費　　2項　一般介護予防事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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. 特定財渡 劍自Lｨﾞ�氓�区分 仞�ｧ･��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1-般介護予防 事姦費 ��津�S��△1,253 ��r�$�"�(国) △313 ��(基金) △351 ��##sR�1報酬 ���介護予防普及啓発事業費の減△1,253(計■12.280) 報削l(計2,436) 委託料△1,254(計7,990) 高齢者体力アップ教室参加者送迎業務委託料 

(県) △157 �(繰) △157 �13委託料 ��#�ﾃ#SB�

計 ��偵�S��△1,253 ��rﾃ��b�△470 ��△508 ��##sR� �� 

4款　地域支援事業費　　一　1卜



4款　地域支援事業費　　-　12-

4款　地域支援草葉費　　3項　包括的支援事業･任意事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正を頁の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特■定財源 剪ﾙLｨﾞ�ｸ"�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

3包括的.継続 迭ﾃS�r�18 迭ﾃS#R�(国) 7 ��(繰)■ 3 釘�19負担金､補 ����包括的.継続的ケアマネジメント支援事業費の増 

的ケアマネジ 劔(輿) 劔助及び交付 �18(計5,525) 

メント支援事 業費 劔4 劔金 剳薗S金､補助及び交付金18(計5,甲5) 派遣職員負担金18(計5,525) 

計 鉄rﾃc�r�18 鉄rﾃc3R�ll ��3 釘� �� 



給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�報酬 从ｹ{��期末手当 亂i~)&韶�9b�その他 の手当 佗b�

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

捕 正 後 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 都r�22,007 �� �� �#"ﾃ��r�2,652 �#BﾃcS�� 

計 都r�22.007 �� �� �#"ﾃ��r�2,652 �#BﾃcS�� 

捕 正 前 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 都r�22,007 �� �� �#"ﾃ��r�2.652■ �#BﾃcS�� 

計 都r�22,007 �� �� �#"ﾃ��r�2.652 �#BﾃcS�� 

比 較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 �� �� �� �� �� 

計 �� �� �� �� �� 

給与費明細書　　-　13-



給与費明細番　　-　14-

2　　一　般　職

(1)総　括

区分 ��X什�B�給与費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9b�計 

(人) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��

補正後 澱�23,161 ��bﾃ33��39,499 途ﾃ�32�46,632 ��

補正前 澱�23,571 售�bﾃ3Sb�39,927 途ﾃ�3R�46,962 ��

比較 ��△410 ��#���△428 涛��△330 ��

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 

(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 白��x冷��(千円) 

捕,正後 都���64q �� ��ﾃ�s�� �� 都��

補正前 都���586 �� ��ﾃ�s�� �� 都��

比政 ��54 �� �� �� ��

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 調整手当 倡�,x.�詹9b�

(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

補正後 �� 迭ﾃC�R�3,465 �3�"�4,406 �� ��

補正前 �� 迭ﾃS#��3,421 �3�"�4,406 �� ��

比較 �� ��#��b�44 �� �� ��



(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 儖Xﾖﾂ�

給料 ��#C���給料改定に伴う増減分 �#�� ��

その他の増減分 ��#C3��職員の異動等による ��

職員手当. ��#���制度改正に伴う増減分 ��ビ� ��

その他の増減分 ��##�R�職員の異動等による ��

給与費明細書　　-　15-


