
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年度 かほく市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 



 

 

 

 

 
 
 

令和３年度 かほく市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 令和３年度のかほく市介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 
（歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２０１，９９１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ  

３，１２８，５２２千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補

正」による。 
 
 
 
  令和４年３月３１日 
 
 
                                            かほく市長 油野 和一郎   



  1.一般会計繰入金 486,297 △23,100 463,197

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 3,330,513 △201,991 3,128,522

  1.財産運用収入 1,450 209 1,659

  8.繰入金 486,297 △23,100 463,197

  2.県補助金 24,713 △856 23,857

  6.財産収入 1,450 209 1,659

  5.県支出金 466,677 △41,313 425,364

  1.県負担金 441,964 △40,457 401,507

  4.支払基金交付金 853,344 △72,257 781,087

  1.支払基金交付金 853,344 △72,257 781,087

  1.国庫負担金 554,808 △43,412 511,396

  2.国庫補助金 181,163 △11,818 169,345

△10,300 731,191

  1.介護保険料 741,491 △10,300 731,191

  3.国庫支出金 735,971 △55,230 680,741

　款　 　項　 　補正前の額　

歳　入

  1.介護保険料 741,491

(単位：千円)

　補　正　額　 　計　

第１表　歳入歳出予算補正



  1.基金積立金 1,450 209 1,659

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 3,330,513 △201,991 3,128,522

  2.包括的支援事業・任意事業費 63,509 △1,200 62,309

  4.基金積立金 1,450 209 1,659

  3.地域支援事業費 159,571 △6,200 153,371

  1.介護予防・日常生活支援総合事業費 88,971 △5,000 83,971

  2.保険給付費 3,071,581 △196,000 2,875,581

  1.介護サービス等給付費 3,069,464 △196,000 2,873,464

  1.総務費 50,523 0 50,523

  1.総務管理費 22,136 0 22,136

(単位：千円)

　款　 　項　 　補正前の額　 　補　正　額　 　計　

歳　出



　　歳　　　入　　　合　　　計　　 3,330,513 △201,991 3,128,522

  6.財産収入 1,450 209 1,659

  8.繰入金 486,297 △23,100 463,197

  4.支払基金交付金 853,344 △72,257 781,087

  5.県支出金 466,677 △41,313 425,364

  1.介護保険料 741,491 △10,300 731,191

  3.国庫支出金 735,971 △55,230 680,741

(単位：千円)

　款　 　補正前の額　 　補　正　額　 　計　

１．総　括

歳　入

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書



△95,148 △10,300　　歳　出　合　計　　 3,330,513 △201,991 3,128,522 △96,543 0

△3,550 △149

  4.基金積立金 1,450 209 1,659 0 0 209 0

  3.地域支援事業費 159,571 △6,200 153,371 △2,501 0

  1.総務費 50,523 0 50,523 0 0 4,100 △4,100

  2.保険給付費 3,071,581 △196,000 2,875,581 △94,042 0 △95,907 △6,051

　款　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

歳　出 (単位：千円)



　計　 853,344 △72,257 781,087

現年度分地域支援事業支援交付金             △1,350  2 地域支援事業支援交付金 24,021 △1,350 22,671   1 現年度分 △1,350

現年度分介護給付費交付金                  △70,907

(款)  4 支払基金交付金    (項)  1 支払基金交付金
  1 介護給付費交付金 829,323 △70,907 758,416   1 現年度分 △70,907

　計　 181,163 △11,818 169,345

                                             △462    任意事業交付金

  3 地域支援包括的支援事業・ 27,179 △462 26,717   1 現年度分 △462 現年度分地域支援包括的支援事業・任意事業交付金

    金

  2 地域支援介護予防事業交付 17,795 △1,000 16,795   1 現年度分 △1,000 現年度分地域支援介護予防事業交付金         △1,000

現年度分調整交付金                        △10,173

現年度分地域支援介護予防事業調整交付金       △183

(款)  3 国庫支出金    (項)  2 国庫補助金
  1 調整交付金 115,674 △10,356 105,318   1 現年度分 △10,356

　計　 554,808 △43,412 511,396

(款)  3 国庫支出金    (項)  1 国庫負担金
  1 介護給付費負担金 554,808 △43,412 511,396   1 現年度分 △43,412 現年度分介護給付費負担金                  △43,412

　計　 741,491 △10,300 731,191

  2 滞納繰越分保険料 △1,000 滞納繰越分普通徴収保険料                   △1,000

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　
　節　

説 明
　区分　

現年度分特別徴収保険料                      12,000

現年度分普通徴収保険料                    △21,300

　金額　

  1 第１号被保険者保険料 741,491 △10,300 731,191   1 現年度分保険料 △9,300

２．歳　　入

(款)  1 介護保険料    (項)  1 介護保険料 (単位：千円)



　計　 486,297 △23,100 463,197

  5 介護事務費等繰入金 43,865 4,100 47,965   1 事務費繰入金 4,100 事務費繰入金                                 4,100

現年度分地域支援包括的支援事業・任意事業繰入金

    任意事業繰入金                                            △1,000

  3 地域支援包括的支援事業・ 13,590 △1,000 12,590   1 現年度分 △1,000

現年度分地域支援介護予防事業繰入金         △1,200

    金

  2 地域支援介護予防事業繰入 11,423 △1,200 10,223   1 現年度分 △1,200

現年度分介護給付費繰入金                  △25,000

(款)  8 繰入金    (項)  1 一般会計繰入金
  1 介護給付費繰入金 383,944 △25,000 358,944   1 現年度分 △25,000

　計　 1,450 209 1,659

(款)  6 財産収入    (項)  1 財産運用収入
  1 利子及び配当金 1,450 209 1,659   1 利子及び配当金 209 介護給付費準備基金利子等                       209

　計　 24,713 △856 23,857

現年度分地域支援包括的支援事業・任意事業交付金

    任意事業交付金                                              △231

  2 地域支援包括的支援事業・ 13,590 △231 13,359   1 現年度分 △231

現年度分地域支援介護予防事業交付金           △625

    金

(款)  5 県支出金    (項)  2 県補助金
  1 地域支援介護予防事業交付 11,123 △625 10,498   1 現年度分 △625

　計　 441,964 △40,457 401,507

現年度分介護給付費負担金                  △40,457

　金額　

  1 介護給付費負担金 441,964 △40,457 401,507   1 現年度分 △40,457

(款)  5 県支出金    (項)  1 県負担金 (単位：千円)

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　
　節　

説 明
　区分　



                         △6,000

    金    18 負担金、補助及び交付金

    助及び交付                          △6,000

△2,936 △186  18 負担金、補 △6,000 〇居宅介護住宅改修費等給付事業  5 居宅介護住宅改修費 18,008 △6,000 12,008 △2,878

                       △118,000

    施設介護サービス給付費

                       △118,000

    金    18 負担金、補助及び交付金

    助及び交付                        △118,000

△57,740 △3,642  18 負担金、補 △118,000 〇施設介護サービス費等給付事業

    給付費

  3 施設介護サービス等 973,542 △118,000 855,542 △56,618

    付費                 △2,000

    地域密着型介護予防サービス給

                         △6,000

    地域密着型介護サービス給付費

                         △8,000

    金    18 負担金、補助及び交付金

    助及び交付   事業                   △8,000    ビス等給付費

△3,914 △248  18 負担金、補 △8,000 〇地域密着型介護サービス等給付費  2 地域密着型介護サー 805,934 △8,000 797,934 △3,838

                         △1,000

    介護予防サービス給付費

                        △11,000

    居宅介護サービス給付費

                        △12,000

    金    18 負担金、補助及び交付金

    助及び交付                         △12,000

 18 負担金、補 △12,000 〇居宅介護サービス費等給付事業

    給付費

(款)  2 保険給付費    (項)  1 介護サービス等給付費

  1 居宅介護サービス等 949,913 △12,000 937,913 △5,758 △5,873 △369

4,100 △4,100

4,100 △4,100

　計　 22,136 0 22,136

  1 一般管理費 18,508 0 18,508

特定財源
一般財源 　区分　 　金額　

国県支出金 地方債 その他

(款)  1 総務費    (項)  1 総務管理費 (単位：千円)

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳 　節　

説 明

３．歳　　出



    金

    助及び交付     訪問型サービス給付費 △2,800

 18 負担金、補 △4,100                          △2,800

   18 負担金、補助及び交付金

 12 委託料 △900 〇訪問型サービス事業     △2,800

(款)  3 地域支援事業費    (項)  1 介護予防・日常生活支援総合事業費

  1 サービス事業費 71,942 △5,000 66,942 △1,808 △2,550 △642

△95,907 △6,051　計　 3,069,464 △196,000 2,873,464 △94,042

                         △3,000

    高額医療合算介護サービス等費

                         △3,000

    金    18 負担金、補助及び交付金

    助及び交付                          △3,000

△1,468 △92  18 負担金、補 △3,000 〇高額医療合算介護サービス等費

    ービス等費

  9 高額医療合算介護サ 13,485 △3,000 10,485 △1,440

                        △42,000

    特定入所者介護サービス費

                        △42,000

    金    18 負担金、補助及び交付金

    助及び交付                         △42,000    ビス等費

△20,551 △1,297  18 負担金、補 △42,000 〇特定入所者介護サービス等費  8 特定入所者介護サー 125,530 △42,000 83,530 △20,152

                         △7,000

    高額介護サービス給付費

    金                          △7,000

    助及び交付    18 負担金、補助及び交付金    付費

△3,425 △217  18 負担金、補 △7,000 〇高額介護サービス給付費 △7,000  7 高額介護サービス給 59,374 △7,000 52,374 △3,358

                         △3,000

    介護予防住宅改修給付費

及び交付金)                          △3,000

(負担金、補助     居宅介護住宅改修給付費(居宅介護住宅改修費)

説 明特定財源
一般財源 　区分　 　金額　

国県支出金 地方債 その他

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳 　節　

(款)  2 保険給付費    (項)  1 介護サービス等給付費 (単位：千円)



209

    介護給付費準備基金積立金 209

　計　 1,450 209 1,659

   24 積立金                 209

 24 積立金 209 〇基金積立事業               209

(款)  4 基金積立金    (項)  1 基金積立金

  1 基金積立金 1,450 209 1,659 209

△1,000 493　計　 63,509 △1,200 62,309 △693

                         △1,200

    紙おむつ等支給事業委託料

   12 委託料             △1,200

 12 委託料 △1,200 〇家族介護支援事業       △1,200

(款)  3 地域支援事業費    (項)  2 包括的支援事業・任意事業費

  2 任意事業費 15,740 △1,200 14,540 △693 △1,000 493

△2,550 △642　計　 88,971 △5,000 83,971 △1,808

    通所型サービス給付費 △1,300

                         △1,300

   18 負担金、補助及び交付金

    通所型サービス委託料   △900

及び交付金)    12 委託料               △900

(負担金、補助 〇通所型サービス事業     △2,200(サービス事業費)

説 明特定財源
一般財源 　区分　 　金額　

国県支出金 地方債 その他

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳 　節　

(款)  3 地域支援事業費    (項)  1 介護予防・日常生活支援総合事業費 (単位：千円)


