
平　成　30　年　度

逮 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�
I,第額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 

1 兢ｸﾊ���661.514 ��ゅb�△36,884 田#Bﾃc3��17.3 

2 俶yw�{��-�詹�I{��372 �����0 �3s"�0.0 

3 俛�ﾌ倡因���929,448 �#b���△16,598 涛�"ﾃゴ��25.2 

4 倡瓜Xｮ霎�ﾏ�WHｾ��917,84.2 �#R縒�△21,460 塔澱ﾃ3�"�24..7 

5 侈x辷�ｾ��510,256 ��B�2�△9,099 鉄��ﾃ�Sr�13.8 

6 俥�蝌�?ﾂ�1 �����0 ���0.0 

7 估ｩ?ﾈｾ��534,962 ��R���△16,351 鉄�づc���14.3 

8 估ｨ葎ｾ��1 �����158,620 ��Sづc#��4.4 

9 傚H�?ﾂ�10,749 ���2�0 ���ﾃsC��0.3 

歳入合計 �3,565,】45. ��ﾄ����58,228 �2ﾃc#2ﾃ3s2�loo.0 

介護保険特別会計保険事業勘定　　-　1-



介護保険特別会計保険事業勘定　　-　　2-

(歳　　什･)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千日･%)

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

予算頼 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 
国児支川金 �&荀､ﾉ{ｲ�その他 

1 ��ﾙk�N��93,722 咾"綯�3,756 涛rﾃCs��2.7 �� �2ﾃsSb� 

2 兢ｸﾊ�ｹWH���3,324,046 涛2�2�△64,265 �2ﾃ#S津s���90.0 ��##bﾃcc�� ��##Rﾃ3���△12,225 

3 俤仞���xｾ��】 �����50,960 鉄�ﾃ塗���｢�1.4 �� ��50,960 

4 �&闔h辷�馼ｼiN��146,075 釘ﾃ��297 ��Cbﾃ3s"�4.0 ��s"� 鉄r�68 

5 傚H辷�ｾ��301 �����67,480 田rﾃs���1.9 �� ��67,480 

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

歳出合計 �3,565,145 �������58,228 �2緜#2�3s2�100.0 ��##bﾃCモ� ��##�ﾃScr�106,283 



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弓-被保険者 田c�ﾃS�B�△36,884 田#Bﾃc3��1現年度分介護保 ��#3bﾃャB�特別徴収保険料の減 

保険料 劔険料 �(合計623,601) 

計 田c�ﾃS�B�△36,884 田#Bﾃc3�� �� 

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

ll 竸)�9��,ﾉ���補正額 定ﾇb�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1介護給付費負杓 鉄ヲﾃ3���△11,723 鉄srﾃcSr�1硯年度分 ��#��縱#2�国庫給付費負損金の減 

金 劔�(合計577,657) 

汁 鉄ヲﾃ3���△11,723 鉄srﾃcSr� �� 

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

目 竸$ｧH蕀��,ﾉx｢�補lE三宅百 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 ��｢�

1調紫交イ｣企 �#唐縱釘�△5,781 �#�2ﾃ��2�1現年度分調紫交 ��#Rﾃs���調懲交付金の滅 

付金 �(合計293,013) 

2地域支援事潔交 ��津ゴB�677 �"ｒﾃS3��2過年度分 田sr�地域支援革装交付金(介護T,防.R常生活支援総合事凝)の増 

付金(介護予防 ･rl常生活支援 総合革装) 劔�(合計677) 

3地域支援事業交 �#�ﾃC���229 �(�｢ﾃcC��】現年度分 ���R�地域支援事業交付金(介護予rJ)-.tj常年.括支援総合事業以外)の増 

付企(介護7,防 ･日常生活支援 劔�(合計.21,534) 

2過年度分 ���B�地域支援事業交付金(介護予防.El常生活支援総合事業以外)の増 

総合事業以外) 劔�(合計114) 

汁 �3C���c��△4,875 �33Rﾃ��2� �� 

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　7,%　繰入金　1　4-

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

目 剳竦ｳ前の額 竸)�9ob�計 �������k��
区/J} 仞��ﾒ�

]介進給付費交付 �896,101 ��##2ﾃS#��872,872 ��ﾋｴw"�7瓜｢�△23.529 ��+HｸｹWIN��WHｾ�,ﾈﾋ��

企 劔剪畏xﾇcピ"ﾃピ"��

2地域支援事業支 �21,441 �"ﾃ�c��23,510 �"ﾈ暹D�7瓜｢�2,069 �&闔h辷�馼ｼh辷�ﾏ�WI��,ﾉ�ﾒ�

援交イ �����劔宙ﾘxﾇc"ﾃ�c鋳�

917,842 ��##�ﾃCc��896,382 �� ��

5款　県支出金　1項　県負fEl_食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千円)

目 竸&ﾄｦ���,ﾈｧ｢�補ll三額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1介護給付費負担 鼎ヲﾃc���△9,156 鼎��ﾃCc"�1現年度分 ��#津�Sb�介護給付費負担金の減 

食 劔�(合計480,462) 

計 鼎ヲﾃc���△9,156 鼎��紊c"� �� 

5款　県支LTl金　　2項　県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正領 佗b�節 剞燒ｾ 
汁 仞�ｧ｢�

2地域支援.事業交 ���ﾃs���57 ���ﾃscr�1現印度分 鉄r�地域支援事業交付金(介越予防.ロ常ヰ-.括支援総合事業以外)の増 

付金(介護♪防 ･日常生活支援 総合事業以外) 劔�(合計10,767) 

計 �#�ﾃc3��57 �#�ﾃc迭� �� 

7款　繰入金　l項　一般会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

臼 竸(鉉��,ﾈｧ｢�補止額 佗b�･節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

l介護給付費繰入 鼎�Rﾃ����△32,647 �3�"ﾃ3cB�1現年度分 ��#3"ﾃcCr�介讃給付費繰入金の減 

令 劔�(%計3B2.364) 

2地域支援卓業繰 湯ﾃ�#r�394 ���ﾃ3#��1現年度分 �3釘�地域支援事業繰入金(介護刊拓.日常生活支援総合事業)の増 

入金(介言草予防 ･日常牛活支援 総合事濃) 劔�(合計10,321) 



7款　繰入金　1項　一般会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千H)

目 竸&匹ﾒ���,ﾂy��補7TT額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

3地域支援車:業繰 ���ﾃs���△1.316 湯ﾃ3釘�1現咋度分 ��#�ﾃ3�b�地域支援事業繰入金(介音盤予防.口常生花.支援総合事業以外)の減 

入金(介護予防 ーEl'.-lf生活支援 総令重文以外) 劔�(合計9,394) 

4その他繰入金 涛2ﾃs#��△7,285 塔bﾃC3b�1事務費繰入金 ��#r�#コ�事務費繰入金の減 (合計86,436) 

5低所得者軽減繰 迭ﾃS�"�4 迭ﾃS澱�1低所得者軽減繰 釘�低所得者軽減繰入金の増 

^@ 劔入金 �(合計5,596) 

計 鉄3Bﾃ田��△40,850 鼎釘ﾃ���� �� 

7款　繰入金　　2項　基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

臼 竸(鉉��,ﾈｧ｢�補止額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1介言葉保険給付費 ���24,499 �#BﾃS���1介護保険給付費 �#BﾃC湯�介護保険給付費準備基金繰入金の増 

準備基金繰入.金 劔準備基金繰入金 �(合計24,500) 

引 ���24,499 �#BﾃS��� �� 

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

= 竸)�9��,ﾉ��.R�補正額 佗b�節 刮s明 
区分 仞�隶r�

1繰越金 ���158,620 ��Sづc#��1練越金 ��Sづc#��繰越金の増 (合計158,62】) 

計 ���158,620 ��Sづc#�� �� 

7款　繰入金　8款　繰越金　　-　　5-





3　歳　　　出

1款　総務費　1項　総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9���,ﾂ｢�補正名目 佗b�補正額の財娠内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾘ自Lｨﾞ�ﾋ��p区分 仞�ｧ｢�

司県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

】一般管.哩費 都rﾃc�2�3,756 塔�ﾃCC�� ��(繰) 3,756 ��2給料 ��ﾃイ��職員人件費の増3,756(計50,924) 給料1,848(計25,248) 職員T-当等1,381(計17,813) 共済費520(計7,732) 負担金､補助及び交付金7(計131) 

3職員手当等 ��ﾃ3���

4兆済費 鉄#��

19負担金､補 .助及び交付 金 途�

計 都rﾃc�2�3,756 塔�ﾃCC�� ��3,75■6 �� �� 

2款　保険給付費　1項　介護サービス等諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千H)

目 ��^)�9���,ﾈｧ｢�姉正額 佗b�補正軸の財粧内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾒ餃ｨﾞ���区分 仞�ｧ｢�

司県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

】居宅介護サー 編�����3#��△21,236 ��ﾃ�s津��"�(匡i) △6,】58 ��(基金) △5,733 ��#Bﾃ�C��19負担食､補 ��#��#3b�居宅介護サービス給付費の減△21.,236(計1.079,092) 

ビス給ィ､jL費 劔(県) �(繰) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付金△21,236(計1.079,092) 

△2,654 凵｢2,651 刹� 刹書詹諟�Tービス給付費△21,236(計1,079,092) 

3地域嫁弟型介 鼎#�ﾃS�B�△8,972 鼎�"ﾃS3"�(国) △2,601 ��(基金) △2,422 ��#�ﾃs�b�19負担金､補 ��#づ都"�地域壇着型介護サービス給付費の減 

護サービス給 劔(県) �(練) 剌赴yび交付 凵｢8,972(計412,532) 

付費 劔△1.121 凵｢1,122 刹� 剳薗S金,補助及び交付金△8,972(計412,532) 地域締着巧'-]_介護サービス給付費 △8,972(計4】2,532) 

1款　総務費　2款　保険給付費　　-　　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���,ﾂ｢�補正額 佗b�補正軸の財源内訳 劔節 剞燒ｾ I.般財力京 仞iZ｢�金額 

司県支出金 �&驂ﾙ¥b�その他 

5施設介護サー ��｢ﾃ3C2ﾃ33��△】9,579 ��ﾃ3#2ﾃsX�｢�(国) △4,698 ��(残金) △5,286 ��#2ﾃs#��19負担金､補 ��(�｣津Ss��施設介護サービス給付費の減△19,579(計1,323,751) 負担金､補助及び交付食△】9,579(計】,323,751) 

ビス給イ｣費 劔(県) △3,426 �(繰) △2,448 剌赴yび交付 金 剋{設介越サ-ビス給付費△19.579(計1,323,751) 

7居宅介護福祉 �2�����1,504 釘ﾃS#"�(岡) 435 ��(基金) 406 �#ビ�19負担金､補 ��ﾃS�B�居宅介護福祉用具購^費の増1,504(計_4,522) 

用具購入費 劔(県) �(練) 剌赴yび交付 剳鴛B金､補助及び交付金1,504(引4,522) 

188 �188 刹� 刹書詹詹z福.祉用具購入費1,504(計4,522) 

8居宅介護住宅 途ﾃ#3b�6】8 途ﾃゴB�(国) 】78 ��(茶金) j66 �?｣��】9負担金補 田���居宅介護住宅改修費の増618(計ウ854) 

改修費 劔(県) 77 �(繰) 78 剌赴yび交付 金 剳薗S金､補助及び交付金618(計7,854) 居宅介護住宅改修費618(計7,854) 

9居宅介護サー ��Sbﾃ��2�△1.630 ��SBﾃSS2�(同) △472 ��(基金) △440 ��#3���19負担金､補 ��#�ﾃc3��居宅介護サービス計画給付費の減△1,630(計154,553) 

(県) �(繰) 剌赴yび交付 剳鴛B金､補助及び交付金△1,630(計154,553) 

費 劔△203 凵｢20ノ1 刹� 刹書詹詹zサービス計画給ィ.｣-費 △1,630(計154,553) 

計 �2ﾃ�5ﾒ緜�2�△49,295 �"ﾃ塔"ﾃ3���△20,455 ��△19,468 ��#津3s"� �� 

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

R 竸)�9���,ﾉdｩ.R�補正朝 佗b�補l1三額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 
一般財源 仞iZ｢�金額 

国県支出金 �&驂ﾒ�.2�その他 

1介護(,蛎サ- 鼎�ﾃン��△5,735 �3Rﾃ�cB�(国) △1,663 ��(基金) △1.548 ��#�ﾃ����19負担金､補 ��#R縱3R�介護予防サ-ビス給付費の減△5,735(計35.164) 

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.△5,735(計35,】64) 

△716 凵｢717 刳� 刮諟�¥防サービス給付費△5,735(計35,164) 



2款　保険給付鍵　　2項　介護7･防サービス等諸劫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

u 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補TF額の財源I^)釈 劔節 剞燒ｾ 特止財淑 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&�6ﾘ7YZ��その他 

6介護T,防伴宅 �"ﾃ3�"�389 �"ﾃs���(同) 112 ��(基金) 105 都R�19負担金､輔 �3ヲ�介迎予防住宅改修費の増389(計2,781) 負担金､補助及び交付金389(計2,781) 

改修費 劔(県) 48 �(紘) 49 剌赴yび交付 金 刮諟�¥防住宅改修費389(計2,781) 

7介護予rJJAサー ��B繝3��△5′丁43 湯緜ビ�(国) △1,490 ��(基金) △】.388 ��#塔��19負担金､補 ��#Rﾈ�｣C2�介護予yJLサービス計画給付費の減△5,143(計9.687) 

ビス計画給イ｣ 劔(県) �(繰) � 剳薗S金､補助及び交付金△5,143(計9,687) 

費 劔△642 凵｢643 刹� 刮諟�¥防サービス計画給付費 △5,143(計9,687) 

計 田Bﾃ����△10,489 鉄2ﾃS#"�△4,351 ��△4,142 ��ﾈ�#�ﾃ涛b� �� 

2款　保険給付費　　3項　その他諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位'千円)

目 竸(�ｦﾃ･�r�,ﾈｧ｢�補ll:_鶴 佗b�補正宅Tiの財源内訳 劔知 剞燒ｾ 特定`財源 剪ﾙLｨﾞ���区分 仞�ｧ｢�

国県支lLIJt金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1審傭支払手数 �2纉c"�△84 �2ﾃピ��(国) △23 ��(基金) △22 ��#���13委託料 ��#ィ�審膚支払手数料の減△84(計3,878) 

料 劔(県) △10 �(痩) △日 劔委託料△84(計3,878) 審査支払手数料 

計 �2ﾃ田"�△84 �2ﾃピ��△33 ��△33 ��#��� �� 

2款　保険給付費　　-　　9-



2款　保険給付費　　一　10

2款　保険給付費　　4項　高額介護サービス等費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単柁千円)

目 竸)�9���,ﾈﾅ2�補正額 佗b�補正額の肘淑内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財淑 劒YLｨﾞ��R�区分 仞�ｧ｢�

司県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1高額介護サー 田Rﾃ����△一,SO∃ 田2ﾃン��(国) △377 ��(先金) △351 ��##C��19負粗金､補 ��(�｢ﾃ3��ｲ�高額介護サ｢ビス費の減△1,301(計63,890) 

ビス費 劔(県) �(確) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付金△1,301(計63,890) 

△162 凵｢163 刹� 剄ｕｻ介碓サービス費△1,301(計63,890) 

計 田Rﾈ�｣�"�△】.30】 田2ﾃン��△539 ��△5】4 ��##C�� �� 

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)

= 竸)�9���,ﾈ�"�補正斬 佗b�J補zJ三額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財淋 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出余 �&饑ｸﾜ"�その他 

1高砺医療合界 澱ﾃ#�"�△123 澱ﾃ�s��LLill △35 ��(某金) △33 ��##B�19負担金､補 ��#�#2�高領医療合第介護サ-ビス費の減△123(計6,079) 

介進サービス 劔(県) �(繰) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付食△123(計6,079) 

費 劔△15 凵｢16 刳� 剄ｎｲ医療合算介護サービス費△123(計6,079) 

引 澱ﾃ#�2�△123 澱蔬$��△50 ��△49 ��##B� �� 

2款　保険給付費　　7項　特定入所者介護サービス等費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

∪ 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 偬��補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ .特止財淑 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��FF_/分 仞�Eｲ�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1特定入所者介 ��Cづsc2�△2,973 ��CR縱���(同) △712 ��(基′金) △802 ��#Scr�19負担金､補 ��#"ﾃ都2�特定入所者介護サービス費の減△2,973(計145,790) 

譲サービス費 劔(県) �(級) 剌赴yび交付 剳薗S金､補助及び交付金△2,973(計145,790) 

△520 凵｢372 刹� 剴ﾁは入所者介越サ-ビス費△2,973(計145,790) 

計 ��C偵�sR�△2,973 ��Cb���"�△1,232 ��△1,174 ��#Scr� �� 



3款　基金積立金　　1項　基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位一千円)

∪ 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補TF_額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特止財紙 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 刋�l��

国県支出金 �&荐"ﾘﾜ"�その他 

1介護給付費準 備基金積立余 ���50,960 鉄�ﾃ田�� �� 鉄�ﾃ田��25積ヽ`/'_企 鉄�ﾃ田��介護給付費準備茶企積L<r_金の増50,960(計50.961) 積立食50,960(計50,96】) 介迎給付費準焔某金禎77:金50,960(計50.961) 

計 ���50,960 鉄�ﾃ田�� �� 鉄�ﾃ田�� �� 

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

日 竸&ﾈ耳蕀���,ﾈｧ｢�補l】ミ額 佗b�補正街の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財力京 剪ﾙLｨﾞ�氓�ド,) 仞�GB�

国原文日金 �&饑ｸﾜ"�その他 

5在宅医嫉.L介 �"ﾃCS��163 �"ﾃc�2�LLi]1- 63 ��(繰) 31 �3��1報酬 �����在宅医嫉.介迎連携推進車:業費の増163(計2,613) 

護連携推進事 業費 劔(県) 3】 � �9旅費 �3��報酬108(計108) 旅費30(計ヨo) 需用費20(計379) 役務費5(引121) 

日需用費 �#��

12役務費 迭�

7認知症総合支 援事巣費 �2ﾃ�#"�134 �2ﾃ�Sb�(同) 52 (県) 26 ��(級) 26 �3��9旅費 塔B�認知症総合支援卓二業費の増134(計3,156) 旅費84(計173) 負担金､補助及び交付金50(計130) 認知症サポート医養成研修受講負担金 50(計130) 

19負担金､補 助及び交付 金 鉄��

計 鉄ゅ#3B�297 典"ﾃS3��172 ��57 田�� �� 

3款　基金積立金　4款　地域支援事業費　　-　11-



5款　諸支出金　　一　12

5款　言石女Lu金　　1項　償還金及び還付加算金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位一千円)

冒 竸)�9���ﾇ&ﾉ�h�ｲ�補正琴 佗b�補正額の財脈内訳 劔i.jr. 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

可児支出食 �&饑ｸﾜ"�その他 

1第1号被保険 �3���809 ��ﾃ���� �� 塔���23償還金､利 塔���第1弓-被保険薪還付食の増809(計1,109) 

者避什金 劔劔子及び割引 料 刮x遊金､利+及び割引料809(計1,109) 

2償還金 ���66,671 田cｳcs"� �� 田bﾃcs��23償還金､利 料 田bﾃcs��償還金の増66,671(計66,672) 償還金､利7ー及び割引料66,671(計66,672) 返還金66,671(計66,672) 

計 �3���67,480 田rﾃs��� �� 田rﾃC��� �� 



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 徳 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 鉄B�21.773 �� �� �#�ﾃss2�2,570 �#Bﾃ3C2� 

計 鉄B�21,773 �� �� �#�ﾃss2�2,570 �#Bﾃ3C2� 

柄 ⊥ヒ 柿 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��"�21,665 �� �� 售#�ﾃccR�2,570 �(�ﾃ�ﾃ#3R� 

計 鼎"�21,665 �� �� �#�ﾃccR�2,570 �#Bﾃ#3R� 

比 較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��"�108 �� �� ����� ����� 

計 ��ｳ"�108 �� �� ����� ��｣��� 

給与費明細書　　-　13-



給FJ一費明細書　　-　14-

2　　一　般　職

(1)総　括

区分 ��X什�B�給与L費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9b�汁 

(人) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��

補TF_後 途�25,248 ��rﾃ��2�43,06ー 途縱3"�50,793 ��

補正前 澱�23,100 ��bﾃ�3"�39,832 途ﾃ#�"�47,OJll ��

比較 ���1.848 ���3���3,229 鉄#��3,749 ��

職員手当 の内訳 仞b饂｢�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�(千日) 忠�tｒ�(千円) 忠�x冷��(千H) 忠�x冷��(千円) 

補正後 塔#R�640 �3#B� ��ﾃ�s�� �� 都��

補正前 都���640 �� ��ﾃ�s�� �� 都��

比較 鼎R� �3#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 �� 迭ﾃャ2�3,754 鼎�R�4,722 �� ��

補正前 �� 迭ﾃCc"�3.502 �3�"�4,406 �� ��

比較 �� 鼎#��252 �#2�316 �� ��



(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢���tｒ�増減事由別内訳 (千H) 剞燒ｾ 儖Xﾖﾂ�

給料 編ﾃ��ﾃ���給料改定に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 ��ﾃ��ﾈ,ﾒ�職員の異動による増 ��

職員手当 ��ﾃ3��｢�制度改正に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 白�3��｢�職員の異動による増 ��

給与費明細書　　-　15-




