
介護保険事業特別会計



議案第8号

平成30年度留萌市介護保険事業特別会計予算

平成30年度留萌市の介護保険事業特別会計予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ2,175,299千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣

による｡

(債務負担行為)

第2条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項､期間及び限度額は､ ｢第2表　債務負担行為｣による｡

(歳出予算の流用)

第3条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は､次のとおりと定める｡

(1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用｡

平成30年2月6日提出

留萌市長　　高　橋　定　敏
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第1表　歳入歳出予算

1　歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

款 俘��金額 

l保険料 ��453,474 

1介護保険料 鼎S2ﾃCsB�

2分担金及び負担金 ��5,749 

1負担金 迭ﾃsC��

3国庫支出金 ��522,471 

l国庫負担金 �3crﾃ#ィ�

2国庫補助金 ��SRﾃ�ビ�

4支払基金交付金 ��557,380 

1支払基金交付金 鉄Srﾃ3���

5道支出金 ��299,113 

1道負担金 �#ッﾃ鼎"�

2道補助金 ��"ﾃ�s��

6財産収入 ��8 

l財産運用収入 唐�

7繰入金 ��334,790 

1繰入金 �33Bﾃs���

8繰越金 ��I 

1繰越金 ���

9諸収入 ��2,313 

1延滞金､加算金及び過料 �"�

2雑入 �"ﾃ3���

歳入合計 �2,175,299 
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2　歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

款 俘��金額 

l総務費 ��70,652 

1総務管理費 鼎rﾃs#��

2徴収費 �"ﾃ3s��

3介護認定審査会費 ��津��b�

4趣旨普及費 鼎ッ�

5運営協議会費 ��S��

2保険給付費 ��2,013,009 

l介護サービス等諸費 ��ﾃイrﾃc途�

2介護予防サービス等諸費 �#づ����

3その他諸費 �"ﾃ��R�

4高額介護サービス等費 鼎づ3C��

5特定入所者介護サービス等費 都bﾃ����

6高額医療合算介護サービス等費 湯ﾃ�C2�

3地域支援事業費 ��83,452 

1介護予防.生活支援サービス事 業費 鼎bﾃSCR�

2一般介護予防事業費 釘ﾃs�R�

3包括的支援事業.任意事業費 �3"ﾃ�ビ�

4その他諸費 ���R�

4基金積立金 ��7,985 

1基金積立金 途ﾃ塔R�

5諸支出金 ��I 

1償還金及び還付加算金 ���

6予備費 ��200 

1予備費 �#���

歳出合計 �2,175,299 
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第　2　表　債務負担行為

事項 弍ｨｭB�限度額 

地域包括支援システム借上料_ 兌ﾙ�ﾃ3�D�7�*�.r�千円 5,678 
平成34年度まで 亶�-���N��Yzi9�,ﾉ¥��,僵ｨ*B��ﾘｧｩZ｢�
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歳　入歳　出　予　算　事項別　明　細　書
1　総　括

(歳　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

款 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂Hｧ"�

l保険料 鼎S2ﾃCsB�374,728 都づsCb�

2分担金及び負担金 迭ﾃsC��6,042 ��##�2�

3国庫支出金 鉄#"ﾃCs��507,882 ��BﾃSヲ�

4支払基金交付金 鉄Srﾃ3���562,527 ��#Rﾃ�Cr�

5道支出金 �#湯ﾃ��2�289,126 湯ﾃ塔r�

6財産収入 唐�8 ���

7繰入金 �33Bﾃs���365,027 ��#3�ﾃ#3r�

8繰越金 ���1 ���

9諸収入 �"ﾃ3�2�2,313 ���

歳入合計 �"ﾃ�sRﾃ#湯�2,107,654 田rﾃcCR�
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(歳　出)

款 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂Hｧ"�

1総務費 都�ﾃcS"�74,586 ��#2ﾃ�3B�

2保険給付費 �"ﾃ��2ﾃ����1,954,136 鉄づピ2�

3地域支援事業費 塔2ﾃCS"�78,723 釘ﾃs#��

4基金積立金 途ﾃ塔R�8 途ﾃ都r�

5諸支出金 ���1 ���

6予備費 �#���200 ���

歳出合計 �"ﾃ�sRﾃ#湯�2,107,654 田rﾃcCR�
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(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳 

特定財源 劔一般財源 

国庫支出金 �;倡因���地方債 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

5,844 田Bﾃ����

498,129 �#ッﾃ鼎"� 鉄C2ﾃS�"�684,426 

24,342 ��"ﾃ�s�� ��bﾃ����30,858 

8 途ﾃ都r�

1 

200 

522,471 �#湯ﾃ��2� 鉄cRﾃCCR�788,270 
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2　歳　入

(款)　1保険料
(項)　1介護保険料

款項目 劔本年度 ����7��比較 

1 �� 兢ｸﾊ���453,474 �3sBﾃs#��78,746 

1 ��介護保険料 鼎S2ﾃCsB�374,728 都づsCb�

1 ��c�ﾘiNﾙ]ｸﾊ�)]ｸﾊ���453,474 �3sBﾃs#��78,746 

2 �� 兒ｩ%8ｾ�ｷ�-�X�%8ｾ��5,749 澱ﾃ�C"�△293 

1 ��負担ー金 迭ﾃsC��6,042 ��##�2�

1 僖i.��(ﾛ���%8ｾ��1,740 白ﾃs3B�6 

2 �靜ﾉuﾉf虻��韈�yX�%8ｾ��4,009 釘ﾃ3���△299 

3 �� 俛�ﾌ倡因���522,471 鉄�rﾃャ"�14,589 

1 ��国庫負担金 �3crﾃ#ィ�357,039 ���ﾃ#CR�

1 �靜ﾈｸｹWIN��%8ｾ��367,284 �3Srﾃ�3��10,245 

2 ��国庫補助金 ��SRﾃ�ビ�150,843 釘ﾃ3CB�

I �+)�靠�WHｾ��133,413 ��3�ﾃSッ�2,827 

2 �&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ��靜ﾉuﾂ�fる?ｨ�ﾙ�hｨ育�y�ﾘﾘx馼ｼb��10,273 ���ﾃ都��△705 

3 �&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ��靜ﾉuﾂ�fる?ｨ�ﾙ�hｨ育�y�ﾘﾘx馼ｼh撃�､��ll,501 唐ﾃC#B�3,077 

○ �靜ﾉ]ｸﾊ�hｼiN�(�ｾ��0 塔SR�△855 

4 �� 倡瓜Xｮ霎�ﾏ�WHｾ��557,380 鉄c"ﾃS#r�△5,147 

1 ��支払基金交付金 鉄Srﾃ3���562,527 ��#Rﾃ�Cr�

1 �靜ﾈｸｹWIN��WHｾ��543,512 鉄Crﾃ�S��△3,646 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

l現年度分特 鼎�Rﾃ�3b�3bﾃ3#b�"ﾃ��"�1現年度分 

別徴収保険 料 2現年度分普 �415,136×100% 

1現年度分 
通徴収保険 料 3滞納繰越分 �42,737×85% 

l滞納繰越分 
普通徴収保 険料 �12,579×16% 

1認定審査会 共同設置負 担金 白ﾃsC��1介護認定審査会共同設置負担金 

l居宅支援計 画費負担金 釘ﾃ����1介護予防サービス計画費負担金 

1現年度分 �3crﾃ#ィ�1介護給付費負担金 
[施設サービス等]706,354×15%-105,953 

[施設サービス等以外]1,306,655×20%-261,331 

l現年度分 ��32ﾃC�2�1調整交付金 

[保険給付費]2,013,009×6,5%-130,845 

[地域支援事業]51,365×5.0%-2,568 

1現年度分 ���ﾃ#s2�l地域支援事業交付金(介護予防.日常生活支援総合事業) 
51,365×20% 

l現年度分 免ﾂﾃS���1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) 
[包括的支援事業]21,267×38.5%-8,187 

[任意事業](10,820-2,213)×38.5%-3,314 

1現年度分 鉄C2ﾃS�"�1介護給付費交付金 
2,013,009×27% 
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(款)　4　支払基金交付金
(項)　l　支払基金交付金

款項目 劔本年度 ����7��比較 

2 �&闔h辷�馼ｼh辷�ﾏ�WHｾ��13,868 ��Rﾃ3c��△1,501 

5 �� �;倡因���299,113 �#ヲﾃ�#b�9,987 

I ��道負担金 �#ッﾃ鼎"�278,053 唐ﾃャ��

1 �靜ﾈｸｹWIN��%8ｾ��286,942 �#sづ�S2�8,889 

2 ��道補助金 ��"ﾃ�s��ll,073 ��ﾃ�唐�

1 �&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ��靜ﾉuﾂ�fる?ｨ�ﾙ�hｨ育�y�ﾘﾘx馼ｼb��6,421 澱ﾃツ��△440 

2 �&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ��靜ﾉuﾂ�fる?ｨ�ﾙ�hｨ育�y�ﾘﾘx馼ｼh撃�､��5,750 釘ﾃ#�"�1,538 

6 �� 俥�蝌�?ﾂ�8 唐�0 

1 ��財産運用収入 唐�8 ���

1 舒霎�暮w��?ﾂ�8 唐�0 

7 �� 估ｩ?ﾈｾ��334,790 �3cRﾃ�#r�△30,237 

I ��繰入金 �33Bﾃs���365,027 ��#3�ﾃ#3r�

I �ｩLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��316,234 �3��ﾃc���4,554 

2 �&闔h辷�馼ｼhﾄｩ?ﾈｾ��靜ﾉuﾂ�fる?ｨ�ﾙ�hｨ育�y�ﾘﾘx馼ｼb��6,421 澱ﾃツ��△440 

3 �&闔h辷�馼ｼhﾄｩ?ﾈｾ��靜ﾉuﾂ�fる?ｨ�ﾙ�hｨ育�y�ﾘﾘx馼ｼh撃�､��5,750 釘ﾃ#�"�1,538 

4 �.��;竟)]ｸﾊ��侏案ｩ?ﾈｾ��6,385 迭ﾃ3SB�1,031 

○ 舒霎�ﾄｩ?ﾈｾ��0 �3bﾃ�#��△36,920 

8 �� 估ｨ葎ｾ��i ���0 

1 ��繰越金 ���1 ���

i 估ｨ葎ｾ��1 ���0 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1現年度分 ��2ﾃツ��1地域支援事業支援交付金 
51,365×27% 

l現年度分 �#ッﾃ鼎"�l介護給付費負担金 

[施設サービス等]706,354×17.5%-123,611 

[施設サービス等以外]1,306,655×12.5%-163,331 

1現年度分 澱ﾃC#��1地域支援事業交付金(介護予防.日常生活支援総合事業) 
51,365×12.5% 

1現年度分 迭ﾃsS��1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) 
[包括的支援事業]21,267×19.25%-4,093 

[任意事業](10,820-2,213)×19.25%-1,657 

l基金運用収 入 唐�1介護給付費準備基金運用収入 

1-般会計繰 �3�bﾃ#3B�l介護給付費繰入金251,626 

入金 �2,013,009×12.5% 

2事務費繰入金64,608 

1現年度分 澱ﾃC#��1地域支援事業繰入金(介護予防.日常生活支援総合事業) 
51,365×12.5% 

1現年度分 迭ﾃsS��1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) 
[包括的支援事業]21,267×19.25%-4,093 

[任意事業](10,820-2,213)×19.25%-1,657 

1現年度分 澱ﾃ3コ�1低所得者保険料軽減繰入金 

1前年度繰越 金 ���1前年度繰越金 
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(款)　9　諸収入
(項)　l　延滞金､加算金及び過料

款項目 劔本年度 ����7��比較 

9 �� 傚H�?ﾂ�2,313 �"ﾃ3�2�0 

1 ��延滞金､加算金及び過料 �"�2 ���

I ��c�ﾘiNﾙ]ｸﾊ�(露�粟��1 ���0 

2 ����1 ���0 

2 ��雑入 �"ﾃ3���2,311 ���

I ��h蓼�)EｹWHｾ��1 ���0 

2 兢IEｸｾ��I ���0 

3 倅u�?ﾂ�2,309 �"ﾃ3���0 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

l延滞金 ���1延滞金 

1過料 白�1過料 

1第三者納付 金 ���l第三者納付金 

1返納金 ���1不正利得返納金 

l給食サービ ス利用者負 担金 2高齢者世話 付住宅入居 者負担金 3広告料収入 �"ﾃ�32����迭�1給食サービス利用者負担金 1高齢者世話付住宅入居者負担金 1広告料収入 

4雑入 白�1雑収入 
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3　歳　出

(款)　l　総務費
(項)　1総務管理費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

1 �� ��ﾙk�N��70,652 都BﾃSッ�△3,934 迭ﾃイB�64,808 

1 ��総務管理費 鼎rﾃs#��51,900 ��#Bﾃ�s��4,009 鼎2ﾃs�"�

1 �ｩLｨｬyyﾙN��47,721 鉄�ﾃ����△4,179 兒ｩ%8ｾ�X�%8ｾ��Bﾃ����43,712 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

l報剛 ��ﾃャ��7-1その他の事務 

2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び ��津�3��ﾆﾂﾃ�s��bﾃs3R��C���3��Cc2�"ﾃs#B�Rﾃ3#B�(I)一般管理事業47,721 

嘱託職員報酬(1,880) 
職員給料(19,138) 

扶養手当(882) 
期末手当(4,567) 

勤勉手当(3,162) 
寒冷地手当(460) 
管理職手当(492) 
時間外勤務手当(1,003) 
通勤手当(48) 
住居手当(324) 
児童手当(240) 
共済組合負担金(6,420) 
公務災害補償基金納付金(33) 
嘱託職員社会保険料(282) 

賃借料 剳£ﾊ旅費(141) 
消耗品費(138) 
通信運搬費(463) 
予防サービス計画作成委託料(2,724) 
機器等借上料(13) 
介護保険システム等借上料(4,245) 
地域包括支援システム借上料(I,066) 
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(款)　l　総務費
(項)　2　徴収費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

2 ��徴収費 �"ﾃ3s��2,436 ��#Sr�95 �"ﾃ#ィ�

1 儿ｨ攣*X�N��2,379 �"ﾃC3b�△57 傚H�?ﾂ�迭�2,284 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

11需用費 �.vﾆﾂ�7-1その他の事務 

12役務費 23償還金､利 白ﾃCc��C���(1)賦課徴収事業2,379 

消耗品費(loo) 
印刷製本費(411) 

子及び割引 剪ﾊ信運搬費(1,381) 
料 剋關迫ｿ(87) 

保険料還付金及び加算金(400) 
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(款)　1総務費
(項)　3　介護認定審査会費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

3 ��介護認定審 査会費 ��津��b�19,926 ��&ﾄ��I,740 ��づ�sb�

1 �靜ﾉDi.��"�ﾛ����4,473 釘ﾃC�"�△9 兒ｩ%8ｾ�X�%8ｾ��津sC��2,733 

2 僖i.�+(ﾛ�9��N��15,443 ��RﾃCCB�△l ��15,443 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

l報剛 �2ﾃssb�7-1その他の事務 

4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 �#Cr�s��3s��"�(1)介護保険認定審査会事業4,473 

介護認定審査会委員報酬(2,132) 
委員長10,000円×1人×26回 
委員8,000円×9人×26回 

嘱託職員報酬(1,644) 
嘱託職員社会保険料(247) 
費用弁償(78) 
消耗品費(368) 
食糧費(2) 通信運搬費(2) 

1報酬 釘ﾃ塔��7-1その他の事務 

4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 19負担金､補 助及び交付 金 都SR����c���rﾃ3�"�津c�r����(I)介護認定調査事業15,443 

嘱託職員報酬(4,980) 
嘱託職員社会保険料(755) 
普通旅費(19) 
消耗品費(495) 
印刷製本費(115) 
通信運搬費(288) 
手数料(7,104) 

訪問調査委託料(I,607) 
保険者ネットワーク負担金(80) 
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(款)　1総務費
(項)　4　趣旨普及費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

4 ��趣旨普及費 鼎ッ�84 鼎�"� 鼎ッ�

1 偃�ﾉX�ｷ儂��486 塔B�402 ��486 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

11需用費 鼎ッ�3-05社会保障の充実 

(1)介護保険制度趣旨普及事業486 
消耗品費(486) 
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(款)　l　総務費
(輿)　5　運営協議会費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

5 ��運営協議会 費 ��S��240 ��#��� ��S��

I �阮8ｺhｶ8橙�N��150 �#C��△90 ��150 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

l報剛 ��S��7-1その他の事務 

(1)介護保険.包括支援センター運営協議会事業150 
介護保険運営協議会委員報酬(90) 
委員3,000円×10人×3回 

地域包括支援センター運営協議会委員報酬(60) 
委員3,000円×10人×2回 
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(款)　2　保険給付費
(項)　l　介護サービス等諸費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

2 i �� 兢ｸﾊ�ｹWIN��2,013,009 ��ﾃ鉄Bﾃ�3b�58,873 白ﾃ3#づS�2�684,426 

I ��介護サービ ス等諸費 白ﾃイrﾃc途�1,783,601 田Bﾃ�澱�I,219,477 田#づ##��

1 从��陞靜ﾈ5B��ｸ7(5�9从ｲ�WIN��714,438 都�Rﾃ����9,438 俛�ﾌ倡因����コﾃ#S��;倡因����2ﾃ3s��迚ZXｮ霎����"ﾃン��242,910 

2 倡ｹ�ﾘ櫁ﾎﾈ5B��ｸ7(5虻ｹWB�N��563,953 鉄3�ﾃ鼎b�32,007 俛�ﾌ倡因����#�ﾃ#S��;倡因���唐ﾃc���迚ZXｮ霎���S"ﾃ#cr�191,745 

3 从��陞靜ﾉY���9w�ｾ�y?ﾂ���2,200 �"ﾃS���△300 俛�ﾌ倡因���S�2�;倡因���#sR�迚ZXｮ霎��S釘�748 

4 从��陞靜ﾈ���陝ﾈ�9N��4,000 釘ﾃ����0 俛�ﾌ倡因���津�c��;倡因���S���迚ZXｮ霎���ﾃ����1,360 

5 从��陞靜ﾈ5B��ｸ7(5杏h枌�ｸｹWIN��90,000 涛�ﾃ����△1,000 俛�ﾌ倡因���#2ﾃゴ��;倡因���ﾆﾂﾃ#S��迚ZXｮ霎��#Bﾃ3���30,600 

6 �&闔ijy(Xﾅ��櫁ﾎﾈ5H�ｸ7"�5虻ｹWIN��473,106 鼎C津�SR�23,951 俛�ﾌ倡因����#Rﾃ3s"�;倡因���S津�3��迚ZXｮ霎���#rﾃs3��160,857 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 都�BﾃC3��3-05社会保障の充実 

(I)居宅介護サービス等給付費714,438 

19負担金､補 助及び交付 金 鉄c2ﾃ鉄2�3-05社会保障の充実 

(1)施設介護サービス給付費563,953 

19負担金､補 助及び交付 金 �"ﾃ#���3-05社会保障の充実 

(1)居宅介護福祉用具購入費2,200 

19負担金､補 助及び交付 金 釘ﾃ����3-05社会保障の充実 

(1)居宅介護住宅改修費4,000 

19負担金､補 助及び交付 金 涛�ﾃ����3-05社会保障の充実 

(1)居宅介護サービス計画給付費90,000 

19負担金､補 助及び交付 金 鼎s2ﾃ��b�3-05社会保障の充実 

(I)地域密着型介護サービス給付費473,106 
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(款)　2　保険給付費
(項)　2　介護予防サービス等諸費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

2 ��介護予防サ ービス等諸 質 �#づ����31,136 ��#"ﾃ##��19,079 湯ﾃ�#��

1 �靜ﾉuﾉf�5B��ｸ7(5虻ｹWB���21,199 �#"ﾃcビ�△1,488 俛�ﾌ倡因���RﾃC32�;倡因���"ﾃ�3B�迚ZXｮ霎��Rﾃs#B�7,208 

2 �靜ﾉuﾉf浦���9w�ｾ�y?ﾂ�N��700 田C��59 俛�ﾌ倡因����コ�;倡因���モ�迚ZXｮ霎���ヲ�238 

3 �靜ﾉuﾉf員｢��陝ﾈ�9N��2,500 �2ﾃ����△500 俛�ﾌ倡因���cc"�;倡因���3�2�迚ZXｮ霎��csR�850 

4 �靜ﾉuﾉf�5B��ｸ7(5杏h枌�ｸｹWIN��4,009 釘ﾃ3���△299 俛�ﾌ倡因���津�c2�;倡因���S���迚ZXｮ霎���ﾃ��"�1,363 

5 �&闔ijy(Xﾅ��櫁ﾎﾉuﾉf�5B��ｸ7(5虻ｹWB�N��500 鉄���0 俛�ﾌ倡因����32�;倡因���c"�迚ZXｮ霎���3ZB�170 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 �#�ﾃ�湯�3-05社会保障の充実 

(I)介護予防サービス給付費21,199 

19負担金､補 助及び交付 金 都���3-05社会保障の充実 

(1)介護予防福祉用具購入費700 

19負担金､補 助及び交付 金 �"ﾃS���3-05社会保障の充実 

(1)介護予防住宅改修費2,500 

19負担金､補 助及び交付 金 釘ﾃ����3-05社会保障の充実 

(I)介護予防サービス計画給付費4,009 

19負担金､補 助及び交付 金 鉄���3-05社会保障の充実 

(I)地域密着型介護予防サービス給付費500 

-295-



(款)　2　保険給付費

(項)　3　その他諸費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�

特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

3 �+ｸ,ﾉ�ﾈ�N���"ﾃ��R�2,200 ��#�迭�1,323 田�"�

1 ��(ﾛ育瓜X薰��I{��2,005 �"ﾃ#���△195 俛�ﾌ倡因���S3��;倡因���#S��迚ZXｮ霎��SC��682 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

12役務費 �"ﾃ��R�7-1その他の事務 

(1)介護報酬明細書審査支払手数料2,005 
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(款)　2　保険給付費
(項)　4　高額介護サービス等費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

4 ��高額介護サ ービス等費 鼎づ3C��46,869 ��ﾃCs��31,911 ��bﾃC3r�

1 俘(ｧｨ櫁ﾎﾈ5B��ｸ7(5丑��48,298 鼎bﾃ����1,479 俛�ﾌ倡因����"ﾃs湯�;倡因���bﾃ�3r�迚ZXｮ霎���2ﾃ�C��16,421 

2 俘(ｧｨ櫁ﾎﾉuﾂ�f�5H�ｸ7(5��N��50 鉄��0 俛�ﾌ倡因����B�;倡因���b�迚ZXｮ霎���B�16 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 鼎づ#唐�3-05社会保障の充実 

(1)高額介護サービス費48,298 

19負担金､補 助及び交付 金 鉄��3-05社会保障の充実 

(1)高額介護予防サービス費50 
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(款)　2　保険給付費
(項)　5　特定入所者介護サービス等費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�

特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

5 ��特定入所者 介護サービ ス等費 都bﾃ����81,760 ��#Bﾃゴ"�50,759 �#bﾃ�C��

1 �<�.�?ﾈ��"�櫁ﾎﾈ5H�ｸ7"�5丑��76,858 塔�ﾃs���△4,852 俛�ﾌ倡因����rﾃC湯�;倡因����"ﾃCsb�迚ZXｮ霎��#�ﾃsS"�26,131 

2 �<�.�?ﾈ��"�櫁ﾎﾉuﾉf�5B��ｸ7(5丑��50 鉄��0 俛�ﾌ倡因����2�;倡因���b�迚ZXｮ霎���2�18 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 都bﾃゴ��3-05社会保障の充実 

(I)特定入所者介護サービス費76,858 

19負担金､補 助及び交付 金 鉄��3-05社会保障の充実 

(1)特定入所者介護予防サービス費50 
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(款)　2　保険給付費
(項)　6　高額医療合算介護サービス等費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�

特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

6 ��高額医療合 算介護サー ビス等費 湯ﾃ�C2�8,570 鉄s2�6,034 �2ﾃ����

I 俘(ｧｨ�9|8ﾘr�螽櫁ﾎﾈ5H�ｲ�7(5丑��9,093 唐ﾃS#��573 俛�ﾌ倡因���"ﾃC���;倡因���津�3r�迚ZXｮ霎��"ﾃCSR�3,091 

2 俘(ｧｨ�9|8ﾘr�螽櫁ﾎﾉuﾉf��5H�ｸ7(5丑��50 鉄��0 俛�ﾌ倡因����2�;倡因���b�迚ZXｮ霎���2�18 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 湯ﾃ��2�3-05社会保障の充実 

(1)高額医療合算介護サービス費9,093 

19負担金､補 助及び交付 金 鉄��3-05社会保障の充実 

(I)高額医療合算介護予防サービス費50 
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(款)　3　地域支援事業費
(項)　l　介護予防･生活支援サービス事業費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

3 �� �&闔h辷�饕�ｼiN��83,452 都づs#2�4,729 鉄"ﾃS釘�30,858 

1 ��介護予防. 生活支援サ ービス事業 費 鼎bﾃSCR�49,512 ��#"ﾃ田r�30,021 ��bﾃS#B�

I �靜ﾉuﾉfや��hｨ育�x5B��ｸ7(5磯hｼb���34,729 �3づ��2�△3,384 俛�ﾌ倡因���づc�"�;倡因���Bﾃ3C��迚ZXｮ霎��津3sr�12,329 

2 �靜ﾉuﾉf�5��4�7ﾘ6ﾈ5x8��986x馼ｼiN��ll,816 免ﾂﾃ3湯�417 俛�ﾌ倡因���"ﾃ鉄B�;倡因����ﾃCsr�迚ZXｮ霎��2ﾃ����4,195 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

19負担金､補 助及び交付 金 �3Bﾃs#��3-03地域包括ケアシステムの充実 

(1)訪問型サービス事業費18,914 

(2)通所型サービス事業費15,815 

2給料 �2ﾃ��B�3-03地域包括ケアシステムの充実 

3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 �2ﾃ�s���ﾃ33r���CS2����2ﾃ�#R�(1)介護予防ケアマネジメント事業11,816 

職員給料(3,804) 
扶養手当(360) 
期末手当(940) 
勤勉手当(651) 
寒冷地手当(117) 
時間外勤務手当(267) 
住居手当(324) 
児童手当(420) 
共済組合負担金(1,329) 
公務災害補償基金納付金(8) 
普通旅費(8) 
消耗品費(453) 
通信運搬費(10) 
介護予防ケアマネジメント計画委託料(3,125) 

-305-



(款)　3　地域支援事業費
(項)　2　一般介護予防事業費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

2 ��一般介護予 防事業費 釘ﾃs�R�5,261 ��#SCb�3,042 ��ﾃcs2�

1 �ｩLｨ櫁ﾎﾉuﾂ�f磯hｼiN��4,715 迭ﾃ#c��△546 俛�ﾌ倡因���津�s��;倡因���S���迚ZXｮ霎���ﾃ#s2�1,673 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

2給料 白ﾃ�S��3-03地域包括ケアシステムの充実 

3職員手当等 4共済費 7賃金 9旅費 11需用費 13委託料 涛湯�C#"�ャR�C��#C��都b�(I)一般介護予防事業4,715 

職員給料(1,151) 

期末手当(517) 
勤勉手当(380) 

管理職手当(96) 
通勤手当(6) 
共済組合負担金(414) 
公務災害補償基金納付金(8) 
臨時賃金(885) 
普通旅費(41) 
消耗品費(241) 
運動機能向上プログラム委託料(976) 
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(款)　3　地域支援事業費
(項)　3　包括的支援事業,任意事業費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

3 ��包括的支援 事業.任意 事業費 �3"ﾃ�ビ�23,832 唐ﾃ#SR�19,464 ��"ﾃc#2�

1 竸�y4倡�r�馼ｼb颯8�2�馼ｼiN��32,087 �#2ﾃ�3"�8,255 俛�ﾌ倡因���ﾆﾂﾃS���;倡因���RﾃsS����?ﾂ�"ﾃ#�2�12,623 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

2給料 澱ﾃsC��3-03地域包括ケアシステムの充実 

3職員手当等 4共済費 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び �2ﾃ����"ﾃ�C2�#c��イB��#��c3b��Rﾃ�3B�3�R��#���ﾃ�c��(1)総合相談事業6,649 

職員給料(3,291) 

期末手当(744) 
勤勉手当(515) 
寒冷地手当(66) 
時間外勤務手当(231) 
住居手当(324) 
共済組合負担金(1,107) 
公務災害補償基金納付金(6) 
普通旅費(2) 
消耗品費(120) 
機器等借上料(243) 

(2)権利擁護事業129 
普通旅費(35) 

賃借料 剌ﾁ耗品費(84) 

19負担金､補 助及び交付 刳e種会議負担金(10) 

(3)包括的.継続的ケアマネジメント支援事業6,886 
金 20扶助費 剞E員給料(3,458) 

期末手当(581) 
勤勉手当(380) 
寒冷地手当(44) 
管理職手当(288) 
通勤手当(18) 
共済組合負担金(1,030) 
普通旅費(650) 
消耗品費(261) 
手数料(30) 
各種会議負担金(146) 

(4)任意事業10,820 

普通旅費(15) 
消耗品費(78) 燃料費(37) 

印刷製本費(35) 
光熱水費(179) 
通信運搬費.(274) 手数料(327) 

給食サービス委託料(4,304) 
高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料(2,579) 
安否確認訪問委託料(158) 
地域自立生活支援委託料(493) 
介護教室委託料(500) 
成年後見制度利用支援助成金(672) 
家族介護用品支給費(1,169) 
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(款)　3　地域支援事業費
(項)　3　包括的支援事業･任意事業費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

(5)在宅医療.介護連携推進事業lOO 
講師謝礼金(20) 
普通旅費(19) 
消耗品費(44) 
会場借上料(17) 

(6)生活支援体制整備事業7,074 
普通旅費(74) 
生活支援体制整備業務委託料(7,000) 

(7)認知症総合支援事業374 
支援チーム活動謝礼金(240) 
費用弁償(23) 
普通旅費(26) 
消耗品費(85) 

(8)地域ケア会議推進事業55 
消耗品費(5) 
通信運搬費(5) 
会場借上料(45) 
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(款)　3　地域支援事業費
(項)　4　その他諸費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

4 ��その他諸費 ���R�118 ��#�2�67 �3��

1 ��(ﾛ育瓜X薰��I{��105 �����△13 俛�ﾌ倡因���#b�;倡因����2�迚ZXｮ霎��#��38 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

12役務費 ���R�7-1その他の事務 

(I)介護予防.日常生活支援サービス事業費審査支払手数料105 
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(款)　4　基金積立金

(項)　l　基金積立金

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

4 �� 舒霎���xｾ��7,985 唐�7,977 唐�7,977 

1 i ��基金積立金 途ﾃ塔R�8 途ﾃ都r�8 途ﾃ都r�

1 舒霎���xｾ��7,985 唐�7,977 俥�蝌�?ﾂ���7,977 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

25積立金 途ﾃ塔R�7-1その他の事務 

(1)介護給付費準備基金積立金7,985 
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(款)　5　諸支出金
(項)　l　償還金及び還付加算金

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

5 i �� 傚H辷�ｾ��1 ���0 ��I 

I ��償還金及び 還付加算金 ���I ��� ���

1 傚隴(ｾ��1 白�0 ��1 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

23償還金､利 子及び割引 料 ���7-1その他の事務 

(1)国庫負担金等精算返還金1 
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(款)　6　予備費
(項)　l　予備費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

6 �� 冰ﾉOYN��200 �#���0 ��200 

I ��予備費 �#���200 ��� �#���

I 冰ﾉOYN��200 �#���0 ��200 

(介護保険事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�
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給　与　費　明　細　書

1.特別職(単位:千円) 

区分 剞E員数 (人) 从ｹu餒��劔刹､済費 俘xﾇb�
報酬 从ｹ{��期末手当 僖隴H辷ｸｹzb�以饂｢��寒冷地 手当 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾂ�詹9b�汁 

本 年 痩 �+y9�� 亦����� �� �� ��i i i 

議員 �� �� ��i i �� 亦�

その他の 特別職 �3R�10,786i i � �� ��10,7861 免ﾂﾃ#ィ�i 12,070 

計 �3R�10,786i i � �� ��ilo,786 ��ｳ�ﾃ#ィ�112,070 

前 午 皮 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 �3R�10,849 �� �� ��10,849 免ﾂﾃ#sb�12,125 

計 �3R�10,849 �� �� ��10,849 免ﾂﾃ#sb�12,125 

比 戟 �+y9�� �� 亦� �� �� ��

議員 �� 亦� ��i i �� �� 

その他の 特別職 柳ﾈ�#c2�亦��� �� ��･63i8I△55 

計 ���l△63 亦����� �� ��△63 唐�I△55 

2.一般職

(I)総括(単位:千円) 

区分 ��X什�B���ﾂ��給与費 劔共済費 俘xﾇb�
報酬 从ｹ{��職員手当 佗b�

本年度 窒ﾒ���� �3�ﾃイ"�18,447 鼎津#ヲ�10,355 鉄津cCB�

前年度 窒ﾒ���� �3�ﾃssB�17,960 鼎づs3B�9,779 鉄づS�2�

比較 窒ﾒ���� 田��487 鉄SR�576 ��ﾃ�3��

※短時間勤務職員分( )外書

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 弍ｩih詹9b�勤勉手当 亂i~)&韶�9b�管理職手当 倬隴H､�駝��詹9b�
本年度 ��ﾃ#C"�7,349 迭ﾃ�モ�687 咾ピb�1,501 

前年度 ��ﾃ����7,237 釘ﾃs32�636 鼎�"�1,820 

比較 �#3B�112 �3SR�51 �3ィ�△319 

職員手当 の内訳 仞iZ｢�通勤手当 偖ｨｸ��9b�児童手当 
本年度 都"�972 田c��

前年度 �#�"�972 都���

比較 ��##���0 ��#�#��
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(2)-給料及び職員手当の増減額の明細(単位:千円) 

区分 ��ﾘﾋ逢｢�堵減事由別内訳 剞燒ｾ 儖Xﾖﾂ�

給料 田��昇給に伴う増加 分 �#cB� ��

制度改正に伴う 増加分 �3r�給料表改定に伴う増 ��

その他の減少分 ��##32�会計間の異動等に伴う減 ��

職員手当 鼎ビ�昇給に伴う増加 分 ��S2� ��

制度改正に伴う 増加分 �#�2�給料表改定に伴う増16 期末勤勉手当支給月数の引上げに 伴う増165 扶養手当改定に伴う増102 倡虻ｸﾈ��CB�8ﾈ簽B紿ﾈ��

その他の増加分 鉄��会計間の異動等に伴う増 ��

(3)給料及び職員手当の状況
ア.職員-人当たり給与 

区分 刪齡ﾊ､行政職 

平成30年1月1日現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�320.325 平均給与月額(円) �3S2ﾃ��2�

平均年齢(歳) 鼎2貳ﾂ�

平成29年1月1日現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�318,075 平均給.与月額(円) �3Cづs�2�

平均年齢(歳) 鼎2縱2�

ィ.初任 从ｲ� 忠%�献ｨ冷��

区1分 �ｩLｨﾗ9�ﾙ�R�国の制度 儖Xﾖﾂ�
行政職(-) 

高校卒 ��Crﾃ����147.100 ��

大学卒 ��s津#���179,1200 ��

ウ.級別職員数 

区分 儉ｨﾗ9�ﾙ�R�
級 ��X什�B��ﾂ��構成比(%) 

平成30年1月1日現在 ��ｸ��1 ��"絣�

2級 �� 

3級 釘�50.0 

4級 ���12.5 

5級 ���12.5 

6級 ���12.5 

7絞 �� 

計 窒ﾒ唐�(-)100.01 

平成29年1月1日現在 ��ｸ��1 ��"絣�

2級 �� 

3級 釘�50.0 

4級 �"�25.0 

5級 ���12.5 

6絞 �� 

7級 �� 

訂 窒ﾒ唐�(-)､100.0 

※短時間勤務職員分( )外書

-321-



(級別の標準的な職務内容) 
区分 ��ｸ��3級 滴ｸ��5級16級 

一般行政職 �.闇�4�,鮎ik�/��i 主任 i 俑)>�,鮎ik�/��� 俑)>�,鮎ik�/���

犀 主事 剽揩ｷる 係長 偃Xｫ"�:二.. i i l課長 i 

工.昇給 
I 

区分一般行政職 

衣 午 皮 ��X什�B��忠�ﾂ��'8 
昇給に係る職員数(B)(人) 唐�

号俸数別内訳14号俸(人) 唐�

比率(B)/(A)(%) �������

柿 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ��8 
昇給に係る職員数(B)(人) 途�

号俸数別内訳14号俸(人) 途�

比率(B)/(A)(%) 塔r絣�

オ.期末 偃�9b霈饐x詹9b��� ��

区分 倡虻ｸｯｩ¥ｨ辷ｸｹzb�倡虻ｹzhﾇb�以饂｢��職制上の段階､職務の 級等による加算措置 儖Xﾖﾂ�
6月(月分) ��(ﾈ竏ﾈ饂｢��

本年度 茶���sR��"��#R�(i.225) 2.275 茶"�3����B紊���有 ��

前年度 茶���S���"��sR�(I.200) 2.225 茶"�#S���B�3���有 ��

国の制度 茶���sR��"��#R�(1.225) 2.275 茶"�3����B紊���有 ��

※再任用職員分( )外書

カ.その他の手当

区分 俛�,ﾉ�y7�,h,ﾈ甑:��

扶養手当 �:�+b�

住居手当 �:�+b�

通勤手当 �:�+b�

寒冷地手当 �:�+b�
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債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

事項 侘�7逢｢�前年度までの支出(見込)額 
期間 仞�ｧ｢�

介護保険システム等借上料 �#�ﾃ#3��ｷ�-���N��Yzi9�,ﾉ¥��,僵ｨ*B��ﾘｧｩZ｢�28--29 釘ﾃ#CB�

地域包括支援システム借上料 迭ﾃcs��ｷ�-���N��Yzi9�,ﾉ¥��,僵ｨ*B��ﾘｧｩZ｢�- ��
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(単位:千円) 

当該年度以降の支出予定額 剄ｶの財源内訳 

期間 仞�ｧ｢�特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��
国.道支出金i地方債 凾ｻの他 

30-33 ��bﾃ都��ｷ�-���N��Yzi9�,ﾉ¥���,僵ｨ*I�ﾘｧｩZ｢� �� ��bﾃ都��ｷ�-���N��Yzi9�,ﾉ¥���,僵ｨ*I�ﾘｧｩZ｢�

30-34 迭ﾃcs��(ｸ-���N��Yzi9�,ﾉ¥���,僵ｨ*I�ﾘｧｩZ｢� �� 迭ﾃcs��ｷ�-���N��Yzi9�,ﾉ¥���,僵ｨ*I�ﾘｧｩZ｢�
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