
（単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｈ31年度要求額  事業概要

総務管理費 一般管理費 介護保険事業計画策定等事業 高齢介護課 585
高齢化の状況や介護の諸課題に対応するため、３年ごとに老人福祉及び介護保険に関する計画を見直し、新たに計画を策定する。その
他介護保険に関する委員会費用

徴収費 賦課徴収費 保険料徴収員報酬 高齢介護課 111 介護保険料徴収員に対し、徴収件数等に応じて報酬を支給するもの

介護認定審査会費 介護認定審査会費 介護認定審査会事業 高齢介護課 24,312
要介護・要支援認定の申請があった者について、訪問調査の結果及び主治医意見書等により松原市介護認定審査会を開催し、介護認
定を決定する。介護認定審査会に関する委員報酬、事務費等

介護認定審査会費 認定調査等費 認定調査事業 高齢介護課 50,056
要介護・要支援認定の申請があった者について、訪問調査の結果及び主治医意見書等により松原市介護認定審査会を開催し、介護認
定を決定する。訪問調査等に関する事務費等

項 目 事業名 所属 Ｈ31年度要求額  事業概要

介護サービス等諸費 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費事業 高齢介護課 5,129,409
介護が必要となった方が、できる限り住み慣れた家庭や地域で自立して生活できる事を目的として、居宅で利用できる介護サービスを利
用した場合に保険給付を行う

介護サービス等諸費 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費事業 高齢介護課 767,379
高齢者が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるように、原則市町村で定められた日常生活圏域でのみ
受けられるサービスの保険給付費

介護サービス等諸費 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費事業 高齢介護課 3,243,822
介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設）に入所している要介護者が、施設サービス
を受けた場合に、保険給付を行う

介護サービス等諸費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費事業 高齢介護課 15,756
入浴又は排泄の用に供する入浴補助用具や特殊尿器などの福祉用具等、厚生労働大臣が定める福祉用具を指定福祉用具販売事業
者から要介護認定者が購入した場合に保険給付を行う

介護サービス等諸費 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費事業 高齢介護課 32,000 手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を要介護認定者が行った場合に保険給付を行う

介護サービス等諸費 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費事業 高齢介護課 624,924
指定居宅介護支援事業者から居宅サービス計画（ケアプラン）の作成等の指定介護支援サービスを要介護認定者が受けた場合に保険
給付を行う

介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費事業 高齢介護課 176,114
支援が必要となった方が、できる限り住み慣れた家庭や地域で自立して生活できる事を目的として、居宅で利用できる介護サービスを利
用した場合に保険給付を行う

介護予防サービス等諸費 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費事業 高齢介護課 3,155
高齢者が要支援状態になっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるように、原則市町村で定められた日常生活圏域でのみ
受けられるサービスの保険給付費

介護予防サービス等諸費 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費事業 高齢介護課 6,000
入浴又は排泄の用に供する入浴補助用具や特殊尿器などの福祉用具等、厚生労働大臣が定める福祉用具を指定福祉用具販売事業
者から要支援認定者が購入した場合に保険給付を行う

介護予防サービス等諸費 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費事業 高齢介護課 38,000 手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を要支援認定者が行った場合に保険給付を行う

介護予防サービス等諸費 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費事業 高齢介護課 58,939
指定介護予防支援事業者から居宅サービス計画（ケアプラン）の作成等の指定介護支援サービスを要支援認定者が受けた場合に保険
給付を行う

高額介護サービス等費 高額介護サービス費 高額介護サービス費事業 高齢介護課 324,821
要介護認定者が居宅、地域密着型、施設等のサービスを利用した際の１ヶ月の利用者負担額が高額である場合に、利用者負担額のう
ち一定額を超える部分を支給することにより、被保険者の負担軽減を図る

高額介護サービス等費 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費事業 高齢介護課 330
要支援認定者が居宅サービス等を利用した際の１ヶ月の利用者負担額が高額である場合に、利用者負担額のうち一定額を超える部分
を支給することにより、被保険者の負担軽減を図る

項 目 事業名 所属 Ｈ31年度要求額  事業概要

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 高額医療合算介護サービス費事業 高齢介護課 39,455
一年間に支払った医療保険と介護保険の介護サービス費の自己負担額が高額療養費で支給されてもまだ重い負担が残る世帯に負担
軽減を図るため給付するもの

高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費事業 高齢介護課 446
一年間に支払った医療保険と介護保険の介護予防サービス費の自己負担額が高額療養費で支給されてもまだ重い負担が残る世帯に
負担軽減を図るため給付するもの

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 特定入所者介護サービス費事業 高齢介護課 346,973
介護施設のサービス利用に関する食費及び居住（滞在）費用について利用者負担が導入されたことに伴い、所得の低い利用者に対し、
施設の平均的な費用と所得段階ごとに設けられた負担限度額との差額を保険給付するもの

特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費事業 高齢介護課 480
介護施設のサービス利用に関する食費及び居住（滞在）費用について利用者負担が導入されたことに伴い、所得の低い利用者に対し、
施設の平均的な費用と所得段階ごとに設けられた負担限度額との差額を保険給付するもの

その他諸費 審査支払手数料 審査支払事業 高齢介護課 9,016 居宅介護サービス費等の請求に関する審査及び支払業務に対する業務手数料

【総務費】

【保険給付費】
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項 目 事業名 所属 Ｈ31年度要求額  事業概要

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費 介護予防・生活支援サービス事業 高齢介護課 450,032
要支援者等に対して、要介護状態等になることの予防、地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で生きがい
のある生活を送れるよう支援する

介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント事業 高齢介護課 46,381
要支援者等に対して、適切なアセスメントを実施し、具体的な介護予防・生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプランを
作成する

一般介護予防事業費 一般介護予防事業費 一般介護予防事業 高齢介護課 21,940 要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進する

包括的支援事業・任意事業費 包括的支援事業費 包括的支援事業 高齢介護課 73,516
地域包括支援センターを中核的機関として、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域
住民の福祉の増進を図る

包括的支援事業・任意事業費 任意事業費 介護給付等費用適正化事業 高齢介護課 9,068 真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが、提供されていないかを検証し、介護給付費の適正化を図る

包括的支援事業・任意事業費 任意事業費 家族介護支援事業 高齢介護課 1,500
高齢者を介護している家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図り、援助していくことで要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を
図る

包括的支援事業・任意事業費 任意事業費 地域自立生活支援事業 高齢介護課 33,187
高齢者が地域で安心して生活をおくるための、また、高齢者の生きがいと健康づくり、仲間づくりのための事業を実施し、高齢者が安心
し、生きがいある生活を支援する

包括的支援事業・任意事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進事業 高齢介護課 5,780
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医
療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進する

包括的支援事業・任意事業費 生活支援体制整備事業費 生活支援体制整備事業 高齢介護課 12,035
地域の特性に応じて、多様な生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を
一体的に図る

包括的支援事業・任意事業費 認知症総合支援事業費 認知症総合支援事業 高齢介護課 8,795
認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。また、医療・介護等の連携強化による、地域の支援体制構築と認知症ケア
の向上を図る

包括的支援事業・任意事業費 地域ケア会議推進事業費 地域ケア会議推進事業 高齢介護課 776
地域ケア推進会議において、地域ケア及び高齢者施策の提言等することにより、高齢者に対する支援を推進し、地域包括ケアシステム
の実現を図る

その他諸費 審査支払手数料 審査支払事業 高齢介護課 1,814 介護予防・生活支援サービス費等の請求に関する審査及び支払業務に対する業務手数料

項 目 事業名 所属 Ｈ31年度要求額  事業概要

基金積立金 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金事業 高齢介護課 13,093 介護給付費準備基金に前年度介護保険特別会計決算に伴う余剰金及び利子を積立てるもの

項 目 事業名 所属 Ｈ31年度要求額  事業概要

公債費 利子 一時借入金利子支払事業 高齢介護課 2,964 介護保険特別会計に不足が生じたため一般会計より借入れた場合に発生する利子の支払を行うもの

項 目 事業名 所属 Ｈ31年度要求額  事業概要

償還金及び還付加算金 特別徴収第１号被保険者還付金 特別徴収第１号被保険者還付金 高齢介護課 2,870
特別徴収第１号被保険者の死亡・転出による資格喪失又は所得更正に伴う賦課更正等により過誤納となった介護保険料につき還付を
行うもの

償還金及び還付加算金 普通徴収第１号被保険者還付金 普通徴収第１号被保険者還付金 高齢介護課 500
普通徴収第１号被保険者の死亡・転出による資格喪失又は所得更正に伴う賦課更正等により過誤納となった介護保険料につき還付を
行うもの

償還金及び還付加算金 特別徴収第１号被保険者還付加算金 特別徴収第１号被保険者還付加算金 高齢介護課 81 特別徴収第１号被保険者還付金を返還する際、当該還付額に対して利子相当分の加算金を附すもの

償還金及び還付加算金 普通徴収第１号被保険者還付加算金 普通徴収第１号被保険者還付加算金 高齢介護課 8 普通徴収第１号被保険者還付金を返還する際、当該還付額に対して利子相当分の加算金を附すもの

【諸支出金】

【地域支援事業】

【基金積立金】

【公債費】

2/2


