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令和５年度白浜町介護保険特別会計予算 

 

 令和５年度白浜町の介護保険特別会計の予算は、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３，４６３，０００千円と定める。 

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。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。 

 （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。 

 ⑴ 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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 

 ⑵ 保険給付費の各項に計上され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 

 ⑶ 地域支援事業費の各項に計上され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 

 

 

   令和５年２月  日提出 

 

                                白浜町長 井澗 誠 
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５６６，２６１

  2. 基金繰入金 ８３，８７４

  1. 一般会計繰入金

  6. 繰入金 ６５０，１３５

４７２，９３９

  2. 県補助金 ２２，８６０

  1. 県負担金

８８６，４８９

  5. 県支出金 ４９５，７９９

  1. 支払基金交付金

  4. 支払基金交付金 ８８６，４８９

５６７，４３０

  2. 国庫補助金 ３０７，８１０

５０

  3. 国庫支出金 ８７５，２４０

  1. 手数料

  1. 介護保険料

  1. 国庫負担金

  1. 介護保険料 ５３０，０１５

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

　　歳　入 単位：千円 

款 項 金                   額

５３０，０１５

  2. 使用料及び手数料 ５０



２５，０７０

歳                 入                 合                 計 ３，４６３，０００

  3. 雑入

１

  2. 預金利子 １

  1. 延滞金加算金及び過料

２００

  9. 諸収入 ２５，０７２

  1. 財産運用収入

  8. 財産収入 ２００
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単位：千円 

款 項 金                   額
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７４，６５０  1. 介護予防・生活支援サービス事業費

  3. 地域支援事業費 １７２，５９１

９，５３８

  6. 特定入所者介護サービス等費 ８１，２３０

  5. 高額医療合算介護サービス費

２，５７６

  4. 高額介護サービス等費 ７６，４２８

  3. その他諸費

２，９３２，７２０

  2. 介護予防サービス等諸費 ９８，６４６

  1. 介護サービス等諸費

  2. 保険給付費 ３，２０１，１３８

３３０

  5. 計画策定委員会費 ３６７

  4. 趣旨普及費

１，８４２

  3. 介護認定審査会費 ２４，３０７

  2. 徴収費

  1. 総務管理費 ６０，０４３

　　歳　出 単位：千円 

款 項 金                   額

  1. 総務費 ８６，８８９



１，３３２

歳                 出                 合                 計 ３，４６３，０００

  1. 予備費

２００

  8. 予備費 １，３３２

  1. 基金積立金

６５０

  7. 基金積立金 ２００

  1. 償還金及び還付加算金

２００

  6. 諸支出金 ６５０

  1. 公債費

  5. 公債費 ２００

８８，５３９

  4. その他諸費 ３３７

  3. 包括的支援事業・任意事業費

  2. 一般介護予防事業費 ９，０６５
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単位：千円 

款 項 金                   額
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歳          入          合          計 ３，４６３，０００ ３，２７８，０００ １８５，０００

０

  9. 諸収入 ２５，０７２ ２５，８２０ △７４８

  8. 財産収入 ２００ ２００

２８，９７３

  6. 繰入金 ６５０，１３５ ５７８，９２３ ７１，２１２

  5. 県支出金 ４９５，７９９ ４６６，８２６

４３，７５０

  4. 支払基金交付金 ８８６，４８９ ８３７，３１６ ４９，１７３

  3. 国庫支出金 ８７５，２４０ ８３１，４９０

△７，３６０

  2. 使用料及び手数料 ５０ ５０ ０

  1. 介護保険料 ５３０，０１５ ５３７，３７５

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比　　　較

歳入歳出予算事項別明細書１ 　総　括

(歳　入) 単位：千円 



歳     出     合     計 3,463,000 3,278,000 185,000 1,371,039

1,332

911,811 1,180,150

  8. 予備費 1,332 1,352 △20

650

  7. 基金積立金 200 200 0 200

  6. 諸支出金 650

  5. 公債費 200 200 0

650 0

74,579 47,215 50,797

200

  3. 地域支援事業費 172,591 180,529 △7,938

87 86,802

  2. 保険給付費 3,201,138 3,012,240 188,898 1,296,460 864,309 1,040,369

  1. 総務費 86,889 82,829 4,060
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(歳　出) 単位：千円 

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較 特 　　   定 　    財      源
一般財源

国 県 支 出 金 地 方 債　 そ  の  他



計 567,430 535,938 31,492
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  1. 介護給付費負担金 567,430 535,938 31,492   1. 現年度分 567,430 現年度分介護給付費負担金                         　567,430

計 50 50 0

（款）   3. 国庫支出金 （項）   1. 国庫負担金

  1. 督促手数料 50 50 0   1. 督促手数料 50 保険料督促手数料                                      　50

計 530,015 537,375 △7,360

（款）   2. 使用料及び手数料 （項）   1. 手数料

滞納繰越分普通徴 500 滞納繰越分普通徴収保険料                             　500

収保険料

  4.

保険料

  2. 現年度分普通徴収 48,137 現年度分普通徴収保険料                            　48,137

保険料

  1. 第１号被保険者保険料 530,015 537,375 △7,360   1. 現年度分特別徴収 481,378 現年度分特別徴収保険料                           　481,378

２  歳　入

（款）   1. 介護保険料 （項）   1. 介護保険料 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



計 886,489 837,316 49,173

  2. 地域支援事業支援交付金 22,182 24,011 △1,829   1. 現年度分 22,182 現年度分地域支援事業支援交付金                    　22,182

（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 864,307 813,305 51,002   1.

計 307,810 295,552 12,258

現年度分 864,307 現年度分介護給付費交付金                         　864,307

付金 力支援交付金

 13. 介護保険保険者努力支援交 3,000 3,000 0   1. 介護保険保険者努 3,000 介護保険保険者努力支援交付金                       　3,000

現年度分保険者機 3,000 現年度分保険者機能強化推進交付金                   　3,000

能強化推進交付金

 11. 保険者機能強化推進交付金 3,000 4,000 △1,000   1.

他地域支援事業）

  3. 地域支援事業交付金（その 25,180 25,340 △160   1. 現年度分 25,180 現年度分地域支援事業交付金（その他地域支援事業）  　25,180

）                                                　20,539

業）

予防・日常生活支援総合事

  2. 地域支援事業交付金（介護 20,539 22,233 △1,694   1. 現年度分 20,539 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業

金

  1. 調整交付金 256,091 240,979 15,112   1. 現年度分調整交付 256,091 現年度分調整交付金                               　256,091
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（款）   3. 国庫支出金 （項）   2. 国庫補助金 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



計 22,860 23,786 △926
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他地域支援事業）

  2. 地域支援事業交付金（その 12,590 12,670 △80   1. 現年度分

業）

12,590 現年度分地域支援事業交付金（その他地域支援事業）  　12,590

予防・日常生活支援総合事 ）                                                　10,270

  1. 地域支援事業交付金（介護 10,270 11,116 △846   1. 現年度分 10,270 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業

計 472,939 443,040 29,899

（款）   5. 県支出金 （項）   2. 県補助金

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 介護給付費負担金 472,939 443,040 29,899   1. 現年度分 472,939 現年度分介護給付費負担金                         　472,939

（款）   5. 県支出金 （項）   1. 県負担金 単位：千円



計 83,874 40,068 43,806

金繰入金

  1. 介護給付費準備基金繰入金 83,874 40,068 43,806   1. 介護給付費準備基 83,874 介護給付費準備基金繰入金                          　83,874

計 566,261 538,855 27,406

（款）   6. 繰入金 （項）   2. 基金繰入金

低所得者保険料軽 54,924 低所得者保険料軽減繰入金                          　54,924

減繰入金

  3.

事務費繰入金 26,634 事務費繰入金                                      　26,634  2.

金

  4. その他一般会計繰入金 143,258 138,539 4,719   1. 職員給与費等繰入 61,700 職員給与費等繰入金                                　61,700

他地域支援事業）

  3. 地域支援事業繰入金（その 12,590 12,670 △80   1. 現年度分

業）

12,590 現年度分地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）  　12,590

予防・日常生活支援総合事 ）                                                　10,270

  2. 地域支援事業繰入金（介護 10,270 11,116 △846   1. 現年度分 10,270 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業

  1. 介護給付費繰入金 400,143 376,530 23,613   1. 現年度分 400,143 現年度分介護給付費繰入金                         　400,143
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（款）   6. 繰入金 （項）   1. 一般会計繰入金 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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計 1 1 0

（款）   9. 諸収入 （項）   2. 預金利子

  1. 預金利子 1 1 0   1.

計 1 1 0

預金利子 1 町預金利子                                             　1

滞金

  1. 第１号被保険者延滞金 1 1 0   1. 第１号被保険者延 1 延滞金                                                 　1

計 200 200 0

（款）   9. 諸収入 （項）   1. 延滞金加算金及び過料

  1. 利子及び配当金 200 200 0   1. 利子及び配当金 200 介護給付費準備基金利子                               　200

（款）   8. 財産収入 （項）   1. 財産運用収入 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



歳　入　合　計 3,463,000 3,278,000 185,000

地域支援事業自己負担金収入（配食サービス分）       　4,200

計 25,070 25,818 △748

地域支援事業自己 6,096 地域支援事業自己負担金収入（一般介護予防分）       　1,896

負担金収入

  3.

介護予防ケアマネジメント事業収入                   　6,524

介護予防支援等事 18,937 介護予防支援事業収入                              　12,413

業収入

  2.

雑入                                                  　35

1 返納金                                                 　1

  3. 雑入 25,068 25,816 △748   1. 雑入 35

第三者納付金 1 第三者納付金                                           　1

  2. 返納金 1 1 0   1. 返納金

  1. 第三者納付金 1 1 0   1.

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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（款）   9. 諸収入 （項）   3. 雑入 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較



印刷製本費                     　140
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燃料費                          　14

消耗品費                       　150

 10. 需用費 389 コピー代                        　35

  8. 旅費 10 職員旅費                        　10

地方公務員災害補償基金負担金    　40

雇用保険料（会計年度任用職）    　27

社会保険料（会計年度任用職）   　177

                               　130

職員共済組合負担金（会計年度任用職）

職員共済組合負担金           　7,834  4. 共済費 8,208

）                           　1,762

市町村総合事務組合負担金（退職手当分

勤勉手当                     　4,629

期末手当（会計年度任用職）     　324

期末手当                     　5,176

児童手当                       　130

管理職手当                     　240

超過勤務手当                 　1,800

住宅手当                       　846

通勤手当                       　369

扶養手当                       　198  3. 職員手当等 15,474

一般職給料（7人）           　25,158  2. 給料 25,158

会計年度任用職報酬（1人）    　1,60536 59,680   1. 報酬 1,605  1. 一般管理費 59,716 55,602 4,114

特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

３  歳　出

（款）   1. 総務費 （項）   1. 総務管理費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較



計 60,043 55,929 4,114 36 60,007

及び交付金

 18. 負担金、補助 327 国保連合会負担金               　327

金

自動車重量税                     　7

  2. 連合会負担 327 327 0 327

 26. 公課費 7

及び交付金

 18. 負担金、補助 4,326 介護事業者指導等事業負担金   　4,326

介護給付マスター使用料           　9

駐車場使用料                     　3借料

 13. 使用料及び賃 31 有料道路通行料                  　19

損害賠償金求償事務委託料         　5

介護保険事業計画策定委託料   　2,530

システム改修委託料             　825

共同電算処理委託料             　420 12. 委託料 3,780

自動車保険料                    　40

車検受手数料                    　18

郵便料                         　670 11. 役務費 728

自動車修繕料                    　50

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源
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（款）   1. 総務費 （項）   1. 総務管理費 単位：千円
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51 1,791

口座情報照会手数料              　14

計 1,842 1,842 0

口座振替手数料                  　44

 11. 役務費 1,358 郵便料                       　1,300

印刷製本費                     　370

燃料費                          　10

消耗品費                       　100

コピー代                         　451 1,791  10. 需用費 484  1. 賦課徴収費 1,842 1,842 0

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

（款）   1. 総務費 （項）   2. 徴収費 単位：千円



 11. 役務費 7,400 郵便料                         　200

印刷製本費                      　10

燃料費                         　138

 10. 需用費 197 消耗品費                        　49

普通旅費                         　1

通勤費用（会計年度任用職）     　318  8. 旅費 319

雇用保険料（会計年度任用職）   　134

社会保険料（会計年度任用職）   　904

                               　662

  4. 共済費 1,700 職員共済組合負担金（会計年度任用職）

  3. 職員手当等 1,604 期末手当（会計年度任用職）   　1,604

  1. 報酬 7,951 会計年度任用職報酬（4人）    　7,951

費

郵便料                           　6

  2. 認定調査等 19,374 19,773 △399 19,374

 11. 役務費 6

食糧費                           　2

消耗品費                       　180

コピー代                         　4 10. 需用費 186

費用弁償                        　11  8. 旅費 11

　（委員研修会）3,500円×20人×2回

　（認定審査会）18,000円×5人×51回

介護認定審査会委員報酬       　4,730

査会費

4,933   1. 報酬 4,730  1. 介護認定審 4,933 4,933 0

比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

－326－　　　 

（款）   1. 総務費 （項）   3. 介護認定審査会費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度
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印刷製本費                     　300

計 330 230 100 330

330  10. 需用費 330 消耗品費                        　30

（款）   1. 総務費 （項）   4. 趣旨普及費

  1. 趣旨普及費 330 230 100

24,307

借料 駐車場使用料                     　1

計 24,307 24,706 △399

有料道路通行料                   　4 13. 使用料及び賃 5

調査委託料                     　198 12. 委託料 198

医師意見書作成手数料         　7,200

説　　　　　　明
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）   3. 介護認定審査会費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源



367計 367 122 245

 11. 役務費 21 郵便料                          　21

食糧費                           　9

消耗品費                         　9

 10. 需用費 31 コピー代                        　13

　3,500円×15人×6回

介護保険事業計画策定委員報酬   　315

員会費

367   1. 報酬 315  1. 計画策定委 367 122 245

説　　　　　　明
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）   5. 計画策定委員会費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

－328－　　　 
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費

及び交付金

 18. 負担金、補助 4,356 居宅介護福祉用具購入費       　4,356

祉用具購入

  7. 居宅介護福 4,356 4,464 △108 1,764 1,176 1,416

及び交付金

給付費

特例施設介護サービス給付費      　10

護サービス

3 3  18. 負担金、補助 10  6. 特例施設介 10 10 0 4

費

及び交付金

 18. 負担金、補助 1,221,480 施設介護サービス給付費   　1,221,480

ービス給付

  5. 施設介護サ 1,221,480 1,110,720 110,760 494,699 329,800 396,981

費

ービス給付

及び交付金

 18. 負担金、補助 10 特例地域密着型介護サービス給付費　10

着型介護サ

  4. 特例地域密 10 10 0 4 3 3

及び交付金                            　207,900

ス給付費

地域密着型介護サービス給付費

介護サービ

56,133 67,568  18. 負担金、補助 207,900  3. 地域密着型 207,900 211,680 △3,780 84,199

給付費

及び交付金

 18. 負担金、補助 10 特例居宅介護サービス給付費      　10

護サービス

  2. 特例居宅介 10 10 0 4 3 3

及び交付金

費

居宅介護サービス給付費   　1,335,360

ービス給付

360,549 433,990  18. 負担金、補助 1,335,360  1. 居宅介護サ 1,335,360 1,235,520 99,840 540,821

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

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

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源



791,838 953,132計 2,932,720 2,720,404 212,316 1,187,750

計画給付費

及び交付金

 18. 負担金、補助 10 特例居宅介護サービス計画給付費  　10

護サービス

 10. 特例居宅介 10 10 0 4 3 3

及び交付金

給付費

居宅介護サービス計画給付費 　153,504

ービス計画

41,446 49,889  18. 負担金、補助 153,504

及び交付金

  9. 居宅介護サ 153,504 147,420 6,084 62,169

居宅介護住宅改修費          　10,080

宅改修費

2,722 3,276  18. 負担金、補助 10,080  8. 居宅介護住 10,080 10,560 △480 4,082

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

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

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

－330－　　　 
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給付費

及び交付金

 18. 負担金、補助 12,144 介護予防サービス計画給付費  　12,144

ービス計画

  7. 介護予防サ 12,144 11,880 264 4,919 3,278 3,947

及び交付金

 18. 負担金、補助 6,480 介護予防住宅改修費           　6,480

宅改修費

  6. 介護予防住 6,480 6,552 △72 2,625 1,749 2,106

及び交付金

費

介護予防福祉用具購入費       　1,872

祉用具購入

505 609  18. 負担金、補助 1,872  5. 介護予防福 1,872 1,848 24 758

給付費

及び交付金                                 　10

防サービス

特例地域密着型介護予防サービス給付費

着型介護予

3 3  18. 負担金、補助 10  4. 特例地域密 10 10 0 4

費

及び交付金                                　240

ービス給付

地域密着型介護予防サービス給付費

介護予防サ

65 78  18. 負担金、補助 240  3. 地域密着型 240 1,097 △857 97

給付費

及び交付金

 18. 負担金、補助 10 特例介護予防サービス給付費      　10

防サービス

  2. 特例介護予 10 10 0 4 3 3

及び交付金

費

介護予防サービス給付費      　77,880

ービス給付

21,028 25,311  18. 負担金、補助 77,880  1. 介護予防サ 77,880 77,880 0 31,541

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

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

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源



20,635 24,840計 76,428 76,428 0 30,953

費

及び交付金

 18. 負担金、補助 108 高額介護予防サービス給付費     　108

防サービス

  2. 高額介護予 108 108 0 43 29 36

及び交付金ービス費

20,606 24,804  18. 負担金、補助 76,320 高額介護サービス給付費      　76,320

（款）   2. 保険給付費 （項）   4. 高額介護サービス等費

  1. 高額介護サ 76,320 76,320 0 30,910

695 837計 2,576 2,541 35 1,044

2,576 審査支払手数料               　2,576

数料

1,044 695 837  11. 役務費

（款）   2. 保険給付費 （項）   3. その他諸費

  1. 審査支払手 2,576 2,541 35

計 98,646 99,287 △641 39,952 26,634 32,060

及び交付金

計画給付費

特例介護予防サービス計画給付費  　10

防サービス

3 3  18. 負担金、補助 10  8. 特例介護予 10 10 0 4

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

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

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

－332－　　　 
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2,575 3,100計 9,538 9,538 0 3,863

                                　78

サービス費

及び交付金

 18. 負担金、補助 78 高額医療合算介護予防サービス給付費

算介護予防

  2. 高額医療合 78 78 0 32 21 25

及び交付金                              　9,460

ビス費

高額医療合算介護サービス給付費

算介護サー

2,554 3,075  18. 負担金、補助 9,460  1. 高額医療合 9,460 9,460 0 3,831

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

（款）   2. 保険給付費 （項）   5. 高額医療合算介護サービス費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源



計 81,230 104,042 △22,812 32,898 21,932 26,400

費

                                　10

防サービス

及び交付金

 18. 負担金、補助 10 特例特定入所者介護予防サービス給付費

所者介護予

  4. 特例特定入 10 10 0 4 3 3

及び交付金

ービス費

特定入所者介護予防サービス給付費　90

介護予防サ

24 30  18. 負担金、補助 90  3. 特定入所者 90 198 △108 36

ービス費

及び交付金

 18. 負担金、補助 10 特例特定入居者介護サービス給付費　10

所者介護サ

  2. 特例特定入 10 10 0 4 3 3

及び交付金

ス費

特定入所者介護サービス給付費　81,120

介護サービ

21,902 26,364  18. 負担金、補助 81,120  1. 特定入所者 81,120 103,824 △22,704 32,854

比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

－334－　　　 

（款）   2. 保険給付費 （項）   6. 特定入所者介護サービス等費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度
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金                              　50

計 74,650 81,434 △6,784 30,980 20,155 23,515

及び交付金 介護予防ケアマネジメント財政調整負担

ント事業費

介護予防ケアマネジメント費   　7,200

アマネジメ

1,957 2,284  18. 負担金、補助 7,250

金                             　400

  2. 介護予防ケ 7,250 7,916 △666 3,009

高額介護予防サービス費相当事業費負担

費

及び交付金 通所型サービス費            　22,000

ービス事業

訪問型サービス費            　45,000

生活支援サ

18,198 21,231  18. 負担金、補助 67,400  1. 介護予防・ 67,400 73,518 △6,118 27,971

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

（款）   3. 地域支援事業費 （項）   1. 介護予防・生活支援サービス事業費 単位：千円



3,832 2,248

保険加入システム利用料           　1

計 9,065 9,163 △98 2,985

駐車場使用料                     　2借料

 13. 使用料及び賃 11 有料道路通行料                   　8

                               　768

ふれあいいきいきサロン事業委託料

デイサロン委託料             　5,640

運動教室委託料               　1,130 12. 委託料 7,538

傷害保険料                     　144

自動車保険料                    　14

折込手数料                      　94

車両点検手数料                   　7

郵便料                          　22 11. 役務費 281

印刷製本費                     　150

燃料費                          　24

消耗品費                       　242

 10. 需用費 420 コピー代                         　4

普通旅費                         　2

通勤費用（会計年度任用職）       　1  8. 旅費 3

講師謝礼                       　800  7. 報償費 800

会計年度任用職報酬（1人）       　12

防事業費

3,832 2,248   1. 報酬 12  1. 一般介護予 9,065 9,163 △98 2,985

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源
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（款）   3. 地域支援事業費 （項）   2. 一般介護予防事業費 単位：千円



駐車場使用料                     　6
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有料道路通行料                  　36借料

 13. 使用料及び賃 417 自動車借上料                   　375

                             　3,530

介護予防ケアマネジメント業務委託料

 12. 委託料 10,924 介護予防支援業務委託料       　7,394

自動車保険料                    　38

電子証明書発行手数料            　14

 11. 役務費 53 資料提供手数料                   　1

自動車修繕料                   　100

燃料費                         　237

 10. 需用費 497 消耗品費                       　160

通勤費用（会計年度任用職）     　614

費用弁償（会計年度任用職）      　18  8. 旅費 632

雇用保険料（会計年度任用職）   　202

社会保険料（会計年度任用職） 　1,001

                             　1,367

  4. 共済費 2,570 職員共済組合負担金（会計年度任用職）

  3. 職員手当等 2,257 期末手当（会計年度任用職）   　2,257

会計年度任用職報酬（手当分）   　210

会計年度任用職報酬（6人）   　11,857

援等事業費

18,937 3,994   1. 報酬 12,067  1. 介護予防支 29,417 26,662 2,755 6,486

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

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

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源



自動車保険料                   　126

車両点検手数料                  　10

自動車登録手数料                　32

リサイクル手数料                 　8

郵便料                          　20

電話料                          　42 11. 役務費 238

自動車修繕料                   　100

燃料費                         　230

消耗品費                       　174

 10. 需用費 530 コピー代                        　26

  8. 旅費 40 普通旅費                        　40

地方公務員災害補償基金負担金    　13

職員共済組合負担金           　1,041  4. 共済費 1,054

）                             　215

市町村総合事務組合負担金（退職手当分

勤勉手当                       　560

期末手当                       　672

児童手当                       　240

超過勤務手当                   　780

住宅手当                        　12

通勤手当                        　58

扶養手当                       　318  3. 職員手当等 2,855

一般職給料（1人）            　3,067

業費

4,764   2. 給料 3,067  2. 総合相談事 12,499 13,873 △1,374 7,735

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

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

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

－338－　　　 



駐車場使用料                     　3

－339－　　　 

借料

 13. 使用料及び賃 21 有料道路通行料                  　18

 11. 役務費 9 郵便料                           　9

 10. 需用費 60 消耗品費                        　60

  8. 旅費 70 普通旅費                        　70

  7. 報償費 50 講師謝礼                        　50

業費

自動車重量税                     　4

  3. 権利擁護事 210 210 0 131 79

 26. 公課費 4

及び交付金

 18. 負担金、補助 11 研修会等負担金                  　11

 17. 備品購入費 1,950 公用車購入費                 　1,950

ソフトウェア使用料             　762

サーバー機器借上料             　924

駐車場使用料                     　5

有料道路通行料                  　29借料

 13. 使用料及び賃 2,068 自動車借上料                   　348

ブランチ相談窓口事業委託料     　550

システム保守委託料             　132 12. 委託料 682

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

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



　3,500円×14人×3回

運営協議会委員報酬             　14766   1. 報酬 147

及び交付金

  5. 総務費 172 121 51 106

研修会等負担金                  　16 18. 負担金、補助 16

駐車場使用料                     　2借料

 13. 使用料及び賃 13 有料道路通行料                  　11

燃料費                         　119

消耗品費                       　107

 10. 需用費 235 コピー代                         　9

  8. 旅費 35 普通旅費                        　35

  7. 報償費 4 講師謝礼                         　4

地方公務員災害補償基金負担金     　6

職員共済組合負担金           　1,283  4. 共済費 1,289

）                             　290

市町村総合事務組合負担金（退職手当分

勤勉手当                       　755

期末手当                       　906

超過勤務手当                   　250

住宅手当                        　12

通勤手当                        　65

支援事業費

  3. 職員手当等 2,278ネジメント

一般職給料（1人）            　4,141

続的ケアマ

3,054   2. 給料 4,141  4. 包括的・継 8,011 8,142 △131 4,957

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

－340－　　　 

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



－341－　　　 

成年後見人等扶助費             　800

介護用品購入扶助費           　3,000 19. 扶助費 3,800

及び交付金

 18. 負担金、補助 86 介護相談員研修負担金            　86

共同電算処理委託料             　199

                               　300

高齢者等介護者支援員派遣事業委託料

食のアセスメント委託料          　80

                             　8,500

高齢者等日常生活支援事業委託料 12. 委託料 9,079

郵便料                         　328 11. 役務費 328

消耗品費                        　48 10. 需用費 48

費用弁償                       　116  8. 旅費 116

　（事業所訪問）3,500円×2人×84回

　（連絡会）3,500円×8人×6回

介護相談員報酬                 　7564,200 3,817   1. 報酬 756  6. 任意事業費 14,213 16,674 △2,461 6,196

 11. 役務費 10 郵便料                          　10

食糧費                           　5

消耗品費                        　10 10. 需用費 15

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

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



                             　4,000

生活支援コーディネーター委託料

                               　250

 12. 委託料 4,250 生活支援サポーター養成事業委託料

食糧費                           　5

消耗品費                        　60 10. 需用費 65

普通旅費                        　10  8. 旅費 10

地方公務員災害補償基金負担金     　6

  4. 共済費 1,401 職員共済組合負担金           　1,395

）                             　288

市町村総合事務組合負担金（退職手当分

勤勉手当                       　717

期末手当                       　860

超過勤務手当                   　250

通勤手当                       　141  3. 職員手当等 2,256

一般職給料（1人）            　4,101  2. 給料 4,101

　3,500円×15人×3回

費

  1. 報酬 158 生活支援体制整備協議体委員報酬 　158

制整備事業

  8. 生活支援体 12,262 9,986 2,276 7,588 4,674

                             　3,000

進事業費

在宅医療・介護連携推進事業委託料

介護連携推

1,144  12. 委託料 3,000  7. 在宅医療・ 3,000 3,000 0 1,856

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源
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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 単位：千円
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 12. 委託料 720 認知症カフェ運営事業委託料     　720

自動車保険料                    　21

車両点検手数料                  　10 11. 役務費 31

自動車修繕料                    　20

食糧費                           　1

燃料費                         　119

 10. 需用費 160 消耗品費                        　20

  8. 旅費 69 普通旅費                        　69

  7. 報償費 102 医師謝礼                       　102

地方公務員災害補償基金負担金     　6

職員共済組合負担金           　1,286  4. 共済費 1,292

）                             　260

市町村総合事務組合負担金（退職手当分

勤勉手当                       　646

期末手当                       　775

超過勤務手当                   　250

住宅手当                       　300

通勤手当                        　65  3. 職員手当等 2,296

一般職給料（1人）            　3,708

支援事業費

3,231   2. 給料 3,708

借料 駐車場使用料                     　3

  9. 認知症総合 8,477 10,649 △2,172 5,246

有料道路通行料                  　18 13. 使用料及び賃 21

特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

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

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較



計 337 337 0 140 91 106

106  11. 役務費 337 審査支払手数料                 　337

数料

（款）   3. 地域支援事業費 （項）   4. その他諸費

  1. 審査支払手 337 337 0 140 91

23,137 24,928

借料 駐車場使用料                     　2

計 88,539 89,595 △1,056 40,474

有料道路通行料                   　8 13. 使用料及び賃 10

郵便料                           　9 11. 役務費 9

消耗品費                         　5 10. 需用費 5

普通旅費                         　4  8. 旅費 4

地域ケア個別会議専門職謝礼     　200

費

  7. 報償費 250 講師謝礼                        　50

議推進事業

 10. 地域ケア会 278 278 0 173 105

及び交付金

 18. 負担金、補助 78 研修会等負担金                  　78

借料 駐車場使用料                     　3

有料道路通行料                  　18 13. 使用料及び賃 21

比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

－344－　　　 

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

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度
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200計 200 200 0

立金

準備基金積

200  24. 積立金 200 介護給付費準備基金利子積立金   　200

（款）   7. 基金積立金 （項）   1. 基金積立金

  1. 介護給付費 200 200 0

650計 650 650 0

還付金

及び割引料

650  22. 償還金、利子 650 過年度過誤納還付金             　650

険者保険料

（款）   6. 諸支出金 （項）   1. 償還金及び還付加算金

  1. 第一号被保 650 650 0

200

及び割引料

計 200 200 0

一時借入金利子                 　200200  22. 償還金、利子 200  2. 利子 200 200 0

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源

（款）   5. 公債費 （項）   1. 公債費 単位：千円



1,180,150歳出合計 3,463,000 3,278,000 185,000 1,371,039 911,811

予備費                       　1,332

計 1,332 1,352 △20 1,332

1,332 予備費 1,332  1. 予備費 1,332 1,352 △20

比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

－346－　　　 

（款）   8. 予備費 （項）   1. 予備費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度
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１　特　別　職

報　　酬 給　　料 期末手当 地域手当 その他の手当 計

（人） 年間支給率(月分)

　長    等

　議    員

　その他の 72 6,106 6,106 6,106

　特 別 職

計 72 6,106 6,106 6,106

　長    等

　議    員

　その他の 72 6,771 6,771 6,771

　特 別 職

計 72 6,771 6,771 6,771

　長    等

　議    員

　その他の 0 △ 665 △ 665 △ 665

　特 別 職

計 0 △ 665 △ 665 △ 665

比  較

共 済 費 合　　計

本年度

区　　分 職 員 数

給 　与　 費　 明　 細　 書

単位：千円

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

備　　考

前年度
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２　一  般  職

　⑴　総括

(12)
11

(11)
10
(1)
1

　職員数における（　）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

区  分 住宅手当 期末手当 勤勉手当

1,170 12,574 7,307

1,104 11,658 6,543

66 916 764

区  分
市町村総合事務組合
負担金(退職手当分)

2,815

5,647

△ 2,832

比　較

前年度
86,319

本年度

職員手当
の 内 訳

0 0

0

0

240

管理職員
特別勤務手当

0

3,330

市町村総合事務組合
負担金（調整負担

金）
宿日直手当 地域手当

0 0

単位：千円

特殊勤務手当 超過勤務手当 休日勤務手当 管理職手当

0

区 分
職員数
（人）

報　　酬 給　　料

給　　　与　　　費

職員手当 計

職員手当
の 内 訳

4,141

29,524

28,650 90,460

△ 874

0

212

扶養手当

516

516

0

通勤手当

698

486

21,635

19,166

2,469

40,175

37,629

2,546

102,689

単位：千円

単位：千円

5,285

17,514

16,370

合　　計 備　　　　考共 済 費

1,144

107,974

本年度

前年度

比　較
0

3,3300

240

0

比　較

0 0

本年度

前年度
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　　ア　会計年度任用職員以外の職員

11

10

1

区  分 住宅手当 期末手当 勤勉手当

1,170 8,389 7,307

1,104 7,876 6,543

66 513 764

区  分
市町村総合事務組合
負担金(退職手当分)

2,815

5,647

△ 2,832

単位：千円

単位：千円

0 0 0

職員手当
の 内 訳

宿日直手当 地域手当
管理職員

特別勤務手当

市町村総合事務組合
負担金（調整負担

金）

0 0

0 212 0 0 0 0

職員手当
の 内 訳

扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 超過勤務手当 休日勤務手当

516 486

管理職手当

516 698

2,546 △ 1,277 1,269 1,117 2,386
比　較

37,629 25,742 63,371 11,793 75,164
前年度

40,175 24,465 64,640 12,910 77,550

備　　　　考
報　　酬 給　　料 職員手当 計

本年度

区 分
職員数
（人）

給　　　与　　　費
共 済 費 合　　計

単位：千円

3,330

3,330

240

240

本年度

前年度

比　較

比　較

前年度

本年度

0 0
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　　イ　会計年度任用職員

(12)

(11)

(1)

　職員数における（　）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

区  分 超過勤務手当
市町村総合事務組合

負担金(退職手当分)

単位：千円

403

4,185

3,782

単位：千円

職員手当
の 内 訳

通勤手当 特殊勤務手当 休日勤務手当 期末手当 宿日直手当 地域手当

2,469 403 2,872 27 2,899
比　較

19,166 3,782 22,948 4,577 27,525
前年度

21,635 4,185 25,820 4,604 30,424
本年度

区 分
職員数
（人）

給　　　与　　　費
共 済 費 合　　計 備　　　　考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

本年度

前年度

比　較
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　⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分

108 給与改定率 0.26%

給　　料 給与改定実施時期

662 平均昇給率 1.60%

その他の増減分 1,776 （現に在職する職員数） その他 計

本年度 11人 0人 11人

前年度 10人 0人 10人

比　較 1人 0人 1人

職員手当 365 勤勉手当　支給月額0.1月引き上げ

△ 1,239

　⑶　給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たりの給与

　　イ　初任給

職員数の異動状況

説　　　　明 備　　　　考

昇給に伴う増加分

42.6

331,608

単位：千円

高　　　校　　　卒　　　　　　（円） 154,600

大　　　学　　　卒　　　　　　（円） 185,200

区　　　　　　　分 一 般 行 政 職

平均給料月額(円) 312,080

令和４年４月１日現在 平均給与月額(円)

平均年齢(歳)　　

令和５年４月１日見込 平均給与月額(円) 322,787

平均年齢(歳)　　 41.4

平均給料月額(円) 302,927

△ 874 制度改正に伴う増減分

その他の増減分

区　　　　　　　分 一 般 行 政 職

増減額

令和4年4月1日2,546

給与改定に伴う増減分

増減額事由別内訳
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　　ウ　級別職員数

級

　　　（級別の標準的な職務内容）
区　　分

10 100.0
計

1 10.0
１級

1 10.0
２級

5 50.0
３級

2 20.0
４級

1 10.0

２　級
主　　　査

職員数(人)

３　級６　級 ５　級

1

11

区　　　分

18.2

9.1

一般行政職

令和４年４月１日現在

６級

４　級
係　　　長

一 般 行 政 職
構成比(%)

9.1

１　級

技　　　師

100.0

45.4

18.2

主　　　事主　　　任

２級

5

副　課　長

1

2

５級

４級

３級

課　　　長

2

１級

計

令和５年４月１日見込

６級

５級
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　　エ　昇給

（Ａ） （人）

（Ｂ） （人）

２号給 （人）

４号給 （人）

６号給 （人）

（％）

（Ａ） （人）

（Ｂ） （人）

２号給 （人）

４号給 （人）

６号給 （人）

（％）

　　オ　期末手当・勤勉手当

有

有

有
(1.250) (2.500)

(1.175) (1.175) (2.350)
国　の　制　度

本  　年　  度

(1.175) (1.175)

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支給期別支給率
備　　考

2.200

12月（月分）

2.200

2.150

2.200 4.400

(2.350)

区　　分
（月分）

支給率計

4.400

4.300

6月（月分）

2.200

2.150
前  　年　  度

(1.250)

8

1

前
 
年
 
度

職員数 10

比 率（Ｂ）／（Ａ） 90.0

昇給に係る職員数 9

　　号級数別内訳

9

7

2

81.8

職員数 11

本
 
年
 
度

昇給に係る職員数

比 率（Ｂ）／（Ａ）

　　号級数別内訳

区　　　　　　　　　分 一 般 行 政 職
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　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

支給率等

国の制度
(支給率等)

－

支給対象職員の比率（％）
（令和５年４月１日現在）

－

－

区 　分
最 高 限 度25年勤続の者 35年勤続の者

（月分） （月分）
20年勤続の者

備　考

一般行政職

その他の加算措置等

24.586875
定年前早期退職特例措置

（2％～20％加算）

　　キ　特殊勤務手当

定年前早期退職特例措置
（3％～45％加算）

33.27075

（月分）

47.70900 47.70900

（月分）

33.27075 47.7090047.70900

通　　勤　　手　　当

　　ク　その他の手当

代表的な特殊勤務手当の名称

区　　　　　分

24.586875

給料総額に対する比率（％）　　　

同（但し交通用具利用者は異）   通勤距離により2,000円～21,600円の範囲

区　　　　　分

住　　宅　　手　　当 　月額1,000円（新築・購入した場合は、取得後５年に限り1,500円を加算）同（但し自らの所有に係る住宅は異）

同

差　　　異　　　の　　　内　　　容国 の 制 度 と の 異 同

扶　　養　　手　　当
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国県支出金 地方債 その他

白浜町介護保険事業計画及び
老人福祉計画策定業務委託

4,700 　令和４年度 1,397 令和５年度 2,530 2,530

          債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
          又は支出見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位:千円

事　　　　　項 限 度 額

前年度末までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額 左  の  財  源  内  訳

期   間 金   額 期   間 金   額
特  定  財  源

一般財源
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