
３．歳  出

（款）  1 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般管理費

       計

（款）  1 総務費 （項）  2 徴収費

賦課徴収費

（歳出）総務費

介護保険特別会計

目
本　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源
前　年　度
予　算　額 一　　般

財　　源

-　348　-



（単位　千円）

○○一一般般職職人人件件費費　　１１名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      フルタイム会計年度任用職員　１名

 3 職員手当等

給料  4 共済費

○○介介護護保保険険事事務務にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

 1 報酬

職員手当等       パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

共済費     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

    印刷製本費

11 役務費

需用費     通信運搬費

    手数料

12 委託料

役務費       介護保険事務電算処理システム改修

      委託（法改正対応）

      介護保険事務電算処理システム管理

委託料       委託

      介護保険事務電算処理システム番号

      制度対応改修委託

使用料及び賃借料       介護保険電算システム委託

      介護保険負担割合証作成処理委託

13 使用料及び賃借料

      介護保険電算処理システム

      介護事業者管理システム

      全国町・字ファイル使用料

      介護給付費単位数表標準マスタ使用

      料

○○介介護護保保険険料料賦賦課課徴徴収収にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

需用費 10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

役務費 11 役務費

    通信運搬費

    手数料

委託料 12 委託料

      介護保険電算システム管理委託

13 使用料及び賃借料

説　　　　　　　　　明

節

区　　　分 金　　額
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（款）  1 総務費 （項）  2 徴収費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

賦課徴収費

       計

（款）  1 総務費 （項）  3 介護認定審査会費

介護認定審査会費

認定調査等費

       計

（歳出）総務費

介護保険特別会計

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源
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（単位　千円）

      オンラインシステム照会用端末

使用料及び賃借料       介護保険用ＬＧＷＡＮ端末

18 負担金補助及び交付金

      特別徴収事務負担金

負担金補助及び交

付金

○○介介護護認認定定審審査査会会にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

報酬  1 報酬

      介護認定審査会委員報酬

 8 旅費

旅費     費用弁償

10 需用費

    消耗品費

需用費     食糧費

    印刷製本費

11 役務費

役務費     通信運搬費

○○介介護護認認定定調調査査等等にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

報償費  7 報償費

      介護認定調査員報償

 8 旅費

旅費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

需用費 11 役務費

    手数料

12 委託料

役務費       介護認定調査委託

13 使用料及び賃借料

      駐車料及び通行料

委託料

使用料及び賃借料

区　　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　明
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（款）  2 保険給付費 （項）  1 介護サービス等諸費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

介護サービス給付費

特例介護サービス給

付費

地域密着型介護サー

ビス給付費

特例地域密着型介護

サービス給付費

       計

（款）  2 保険給付費 （項）  2 介護予防サービス等諸費

介護予防サービス給

付費

特例介護予防サービ

ス給付費

地域密着型介護予防 △362

サービス給付費

特例地域密着型介護

予防サービス給付費

       計

（歳出）保険給付費

介護保険特別会計

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　352　-



（単位　千円）

○○介介護護ササーービビスス給給付付費費にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       居宅介護サービス給付費

      施設介護サービス給付費

      居宅介護サービス計画給付費

      居宅介護住宅改修費

      居宅介護福祉用具購入費

○○特特例例介介護護ササーービビスス給給付付費費にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       特例居宅介護サービス給付費

      特例施設介護サービス給付費

      特例居宅介護サービス計画給付費

○○地地域域密密着着型型介介護護ササーービビスス給給付付費費にに要要すするる経経

負担金補助及び交 費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      地域密着型介護サービス給付費

○○特特例例地地域域密密着着型型介介護護ササーービビスス給給付付費費にに要要すす

負担金補助及び交 るる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      特例地域密着型介護サービス給付費

○○介介護護予予防防ササーービビスス給給付付費費にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       介護予防サービス給付費

      介護予防サービス計画給付費

      介護予防住宅改修費

      介護予防福祉用具購入費

○○特特例例介介護護予予防防ササーービビスス給給付付費費にに要要すするる経経費費((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       特例介護予防サービス給付費

      特例介護予防サービス計画給付費

○○地地域域密密着着型型介介護護予予防防ササーービビスス給給付付費費にに要要すす

負担金補助及び交 るる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      地域密着型介護予防サービス給付費

○○特特例例地地域域密密着着型型介介護護予予防防ササーービビスス給給付付費費にに

負担金補助及び交 要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      特例地域密着型介護予防サービス給

      付費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節
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（款）  2 保険給付費 （項）  3 その他諸費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

審査支払手数料

       計

（款）  2 保険給付費 （項）  4 高額介護サービス等費

高額介護サービス費

高額介護予防サービ

ス費

       計

（款）  2 保険給付費 （項）  5 高額医療合算介護サービス等費

高額医療合算介護サ

ービス費

高額医療合算介護予

防サービス費

       計

（款）  2 保険給付費 （項）  6 市特別給付費

市特別給付費

       計

（款）  2 保険給付費 （項）  7 特定入所者介護サービス等費

特定入所者介護サー

ビス費

特例特定入所者介護

サービス費

（歳出）保険給付費

介護保険特別会計

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　354　-



（単位　千円）

○○審審査査支支払払手手数数料料にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

役務費 11 役務費

    手数料

○○高高額額介介護護ササーービビスス費費にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       高額介護サービス費

○○高高額額介介護護予予防防ササーービビスス費費にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       高額介護予防サービス費

○○高高額額医医療療合合算算介介護護ササーービビスス費費にに要要すするる経経費費((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       高額医療合算介護サービス費

○○高高額額医医療療合合算算介介護護予予防防ササーービビスス費費にに要要すするる

負担金補助及び交 経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      高額医療合算介護予防サービス費

○○市市特特別別給給付付費費にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       上乗せサービス給付費

      訪問理美容サービス事業給付費

      移送サービス事業給付費

○○特特定定入入所所者者介介護護ササーービビスス費費にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       特定入所者介護サービス費

○○特特例例特特定定入入所所者者介介護護ササーービビスス費費にに要要すするる経経

負担金補助及び交 費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      特例特定入所者介護サービス費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額
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（款）  2 保険給付費 （項）  7 特定入所者介護サービス等費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特定入所者介護予防

サービス費

特例特定入所者介護

予防サービス費

       計

（款）  3 財政安定化基金拠出金 （項）  1 財政安定化基金拠出金

財政安定化基金拠出

金

       計

（款）  4 保健福祉事業費 （項）  1 保健福祉事業費

予防事業費 △69

       計 △69

（款）  5 地域支援事業費 （項）  1 介護予防・生活支援サービス事業費

介護予防・生活支援

サービス事業

介護予防ケアマネジ

メント事業

       計

（款）  5 地域支援事業費 （項）  2 介護予防事業費

一般介護予防事業 △833

（歳出）保険給付費，財政安定化基金拠出金，保健福祉事業費，地域支援事業費

介護保険特別会計

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　356　-



（単位　千円）

○○特特定定入入所所者者介介護護予予防防ササーービビスス費費にに要要すするる経経

負担金補助及び交 費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      特定入所者介護予防サービス費

○○特特例例特特定定入入所所者者介介護護予予防防ササーービビスス費費にに要要すす

負担金補助及び交 るる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      特例特定入所者介護予防サービス費

○○財財政政安安定定化化基基金金拠拠出出金金にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       財政安定化基金拠出金

○○予予防防事事業業にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

需用費 10 需用費

    消耗品費

11 役務費

役務費     保険料

18 負担金補助及び交付金

      談話室事業推進委員会負担金

負担金補助及び交

付金

○○介介護護予予防防・・生生活活支支援援ササーービビスス事事業業にに要要すするる

負担金補助及び交 経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      介護予防・生活支援サービス費

○○介介護護予予防防ケケアアママネネジジメメンントト事事業業にに要要すするる経経

負担金補助及び交 費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      介護予防ケアマネジメント費

○○介介護護予予防防普普及及啓啓発発事事業業にに要要すするる経経費費 ((健健康康増増進進課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 7 報償費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節
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（款）  5 地域支援事業費 （項）  2 介護予防事業費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般介護予防事業

       計 △833

（款）  5 地域支援事業費 （項）  3 包括的支援事業・任意事業費

包括的支援事業

任意事業 △2,062

（歳出）地域支援事業費

介護保険特別会計

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

      運動指導士講師報償

報償費       人材育成講師報償

 8 旅費

    費用弁償

旅費 10 需用費

    消耗品費

    修繕料

需用費     医薬材料費

11 役務費

    手数料

役務費     保険料

○○介介護護予予防防把把握握事事業業にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

12 委託料

委託料       実態把握委託

○○介介護護予予防防普普及及啓啓発発事事業業にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

 7 報償費

      講師謝礼

10 需用費

    消耗品費

11 役務費

    保険料

12 委託料

      介護予防事業委託

○○包包括括的的支支援援事事業業にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

報償費  7 報償費

      地域包括ケア推進協議会委員報償

10 需用費

需用費     食糧費

    印刷製本費

11 役務費

役務費     通信運搬費

12 委託料

      地域包括支援センター運営委託

委託料       地域包括支援センターシステム改修

      委託

      地域包括支援センターシステム管理

使用料及び賃借料       委託

13 使用料及び賃借料

      地域包括支援センターシステム

○○介介護護ササーービビスス適適正正化化事事業業にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

報償費  7 報償費

      介護サービス従事者研修謝礼

10 需用費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　359　-



（款）  5 地域支援事業費 （項）  3 包括的支援事業・任意事業費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

任意事業

（歳出）地域支援事業費

介護保険特別会計

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　360　-



（単位　千円）

    食糧費

旅費 ○○家家族族等等支支援援事事業業にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

10 需用費

    消耗品費

需用費 12 委託料

      徘徊高齢者位置情報提供サービス事

      業委託

役務費 19 扶助費

      家族介護支援介護用品

      家族介護慰労金

委託料 ○○そそのの他他事事業業にに要要すするる経経費費

・・成成年年後後見見人人制制度度利利用用支支援援事事業業にに要要すするる経経費費((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

 8 旅費

負担金補助及び交     普通旅費

付金 10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

扶助費 11 役務費

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      後見人等養成研修委託

19 扶助費

      後見人等報酬扶助

・・福福祉祉用用具具・・住住宅宅改改修修支支援援事事業業にに要要すするる経経費費((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

 7 報償費

      介護相談専門員報償

11 役務費

    保険料

19 扶助費

      介護予防住宅改造費助成

・・地地域域自自立立生生活活支支援援事事業業にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

 7 報償費

      介護相談員報償

11 役務費

    保険料

12 委託料

      給食サービス委託

18 負担金補助及び交付金

      介護相談員現任研修会負担金

○○認認知知症症総総合合支支援援事事業業にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

 7 報償費

      認知症地域支援推進員報償

      認知症初期集中支援チーム員報償

 8 旅費

    普通旅費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　361　-



（款）  5 地域支援事業費 （項）  3 包括的支援事業・任意事業費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

任意事業

在宅医療・介護連携

推進事業

生活支援体制整備事

業

       計

（款）  5 地域支援事業費 （項）  4 その他諸経費

審査支払手数料

       計

（款）  6 基金積立金 （項）  1 基金積立金

財政調整基金積立金

       計

（款）  7 諸支出金 （項）  1 償還金及び還付加算金

第１号被保険者保険

料還付金

（歳出）地域支援事業費，基金積立金，諸支出金

介護保険特別会計

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　362　-



（単位　千円）

10 需用費

    印刷製本費

11 役務費

    保険料

12 委託料

      認知症カフェ運営委託

      認知症初期集中支援事業委託

18 負担金補助及び交付金

      研修会負担金

      学習療法事業補助金

○○在在宅宅医医療療・・介介護護連連携携推推進進事事業業にに要要すするる経経費費((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

報償費  7 報償費

      講師謝礼

10 需用費

需用費     印刷製本費

12 委託料

      在宅医療・介護連携推進運営委託

委託料       在宅医療・介護連携推進事業ポスタ

      ー制作委託

      在宅医療・介護連携システム委託

○○生生活活支支援援体体制制整整備備事事業業にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

委託料 12 委託料

      生活支援体制整備事業委託

      生活援助従事者研修委託

○○審審査査支支払払手手数数料料にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

役務費 11 役務費

    手数料

○○介介護護保保険険財財政政調調整整基基金金積積立立金金にに要要すするる経経費費((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

積立金 24 積立金

      財政調整基金積立金

○○第第１１号号被被保保険険者者保保険険料料還還付付金金にに要要すするる経経費費((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

償還金利子及び割 22 償還金利子及び割引料

引料       第１号被保険者保険料還付金

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　363　-



（款）  7 諸支出金 （項）  1 償還金及び還付加算金

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

償還金

第１号被保険者還付

加算金

高額介護サービス費

貸付金

       計

（款）  7 諸支出金 （項）  2 繰出金

一般会計繰出金

       計

（款）  8 予備費 （項）  1 予備費

予備費

       計

     合　計

（歳出）諸支出金，予備費

介護保険特別会計

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

-　364　-



（単位　千円）

○○国国庫庫支支出出金金等等過過年年度度分分返返還還金金にに要要すするる経経費費((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

償還金利子及び割 22 償還金利子及び割引料

引料       国庫支出金等過年度分返還金

○○第第１１号号被被保保険険者者還還付付加加算算金金にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

償還金利子及び割 22 償還金利子及び割引料

引料       保険料払戻金還付加算金

○○高高額額介介護護ササーービビスス費費貸貸付付金金にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

貸付金 20 貸付金

      高額介護サービス費貸付金

○○一一般般会会計計繰繰出出金金 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

繰出金 27 繰出金

      一般会計繰出金

区　　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　明

-　365　-


