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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２．．．．保険給付費保険給付費保険給付費保険給付費    １１１１．．．．介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス等諸費等諸費等諸費等諸費    １１１１．．．．居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費 

事業名称 居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費    １１３１１３１１３１１３，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 村民課 健康福祉係） 

    

事業説明を記載（住民目線による説明内容） 

要介護認定を受けた被保険者が、居宅介護サービスを利用した際、そのサービス費を給付します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

負担金    １１３，０００千円 

 

国庫負担金     ２２,５５０千円 

国庫補助金      ５,６４９千円 

県負担金     １４，１７５千円 

支払基金交付金  ３２，７７０千円 

財政調整基金繰入金   １,５０６千円 

一般会計繰入金  １４，１２５千円 

一般財源(保険料)  ２２,２２５千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２．．．．保険給付費保険給付費保険給付費保険給付費    １１１１．．．．介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス等諸費等諸費等諸費等諸費    ２２２２．．．．施設介護施設介護施設介護施設介護サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費 

事業名称 施設介護施設介護施設介護施設介護サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費    ３９３９３９３９，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 村民課 健康福祉係） 

    

事業説明を記載（住民目線による説明内容） 

要介護認定を受けた被保険者が、施設介護サービスを利用した際、そのサービス費を給付します 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

負担金    ３９，０００千円 

 

国負担金       ５，８５０千円 

国庫補助金       １,９５０千円 

県負担金       ６，８２５千円 

支払基金交付金   １１，３１０千円 

一般会計繰入金    ４，８７５千円 

一般財源(保険料)   ８，１９０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２．．．．保険給付費保険給付費保険給付費保険給付費    ２２２２．．．．介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス等諸費等諸費等諸費等諸費    １１１１．．．．介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費 

事業名称 介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費    ３３３３，，，，５０５０５０５０００００千円千円千円千円    （担当： 村民課 健康福祉係） 

    

事業説明を記載（住民目線による説明内容） 

要支援認定を受けた被保険者が、居宅介護サービスを利用した際、そのサービス費を給付します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

負担金     ３，５００千円 

 

国負担金       ６５０千円 

国庫補助金      １７５千円 

県負担金       ４８７千円 

支払基金交付金  １，０１５千円 

一般会計繰入金    ４３８千円 

一般財源(保険料)   ７３５千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２．．．．保険給付費保険給付費保険給付費保険給付費    ４４４４．．．．高額介護高額介護高額介護高額介護サービスサービスサービスサービス等費等費等費等費    １１１１．．．．高額介護高額介護高額介護高額介護サービスサービスサービスサービス費費費費 

事業名称 高額介護高額介護高額介護高額介護サービスサービスサービスサービス費費費費    ３３３３，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 村民課 健康福祉係） 

    

事業説明を記載（住民目線による説明内容） 

要介護認定を受けた被保険者が、介護保険サービスを利用した際、自己負担が高額になった場合の費用負担を軽減します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

負担金     ３，０００千円 

 

国負担金       ６００千円 

国庫補助金      １５０千円 

県負担金       ３７５千円 

支払基金交付金    ８７０千円 

一般会計繰入金    ３７５千円 

一般財源(保険料)   ６３０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２．．．．保険給付費保険給付費保険給付費保険給付費    ５５５５．．．．特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護サービスサービスサービスサービス等費等費等費等費    １１１１．．．．特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護サービスサービスサービスサービス費費費費 

事業名称 特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護サービスサービスサービスサービス費費費費    １４１４１４１４，，，，６００６００６００６００千円千円千円千円    （担当： 村民課 健康福祉係） 

    

事業説明を記載（住民目線による説明内容） 

介護保険施設入所者のうち、低所得者への居住費・食費の自己負担額に対し費用負担を軽減します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

負担金     １４，６００千円 

 

国負担金     ２，７５４千円 

国庫補助金      ７２９千円 

県負担金     １，９９０千円 

支払基金交付金  ４，２３４千円 

一般会計繰入金  １，８２５千円 

一般財源(保険料) ３，０６８千円 

 

    



平成 27 年度村議会特別委員会資料  6 
 

村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 １１１１．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１．．．．公共下水道施設管理費公共下水道施設管理費公共下水道施設管理費公共下水道施設管理費    ３３３３．．．．施設整備費施設整備費施設整備費施設整備費 

事業名称 社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業    368,500368,500368,500368,500千円千円千円千円    （担当：基盤整備課 下水道係） 

    

平成２４年度に計画を策定した白川クリーンセンターの長寿命化計画に基づき、平成２９年度まで施設の改修更新を行い

ます。 

平成２７年度は汚泥脱水機の更新及び脱水機関連機械・電気設備の更新。汚泥脱水棟の建築工事を行います。 

また、村内の浄化槽及びし尿汚泥を白川クリーンセンターで共同処理するため、センターを改造し汚泥の受入施設を作り

ます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

工事請負費  ３３３，０００千円（長寿命化） 

工事請負費   ３３，０００千円（受入施設） 

設計監理委託料  ２，５００千円 

 

 

  社会資本整備総合交付金  １９８，４６０千円 

 下水道事業債         ７８，０００千円 

 過疎対策事業債        ７８，０００千円 

 一般財源           １４，０４０千円 

 


