
2 総務費

障害者地域生活支援サービス費
等給付事業

馬下保養センター運営管理事業

3 民生費

個人番号カード交付事業

物件補償料 1,540

寺子屋参加費 △ 1,800

県工事負担金充当債 7,800

15 県支出金 学校・家庭・地域の連携促進事業補助金 △ 1,480

県営住宅特別修繕交付金 △ 3,394

施設管理業務委託料 △ 1,492

介護保険特別会計繰出金 8,623

障害福祉サービス費給付事業 障害福祉サービス費 55,000

日常生活用具給付費 1,500

△ 1,254

報酬（会計年度任用職員） 1,214

時間外勤務手当 1,832

総合会館事業 管理業務委託料

介護保険特別会計繰出金

【新型コロナウイルス対応臨時
交付金事業】小規模事業者支援
インフラ維持修繕事業

修繕料 20,000

【新型コロナウイルス対応臨時
交付金事業】県外学生支援事業

五泉産品発送業務委託料 △ 1,613

財政管理運営事業 財政調整基金積立金 △ 6,967

林業施設災害復旧事業費充当債 1,900

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額

信用保証料返戻金等雑入 1,291

20 諸収入

21 市債

雪寒地域道路整備事業費充当債 1,300

橋梁整備事業費充当債 2,700

障害者自立支援給付費負担金 13,750

14 国庫支出金
障害者自立支援給付費負担金 27,500

個人番号カード交付事務費補助金 3,529

（単位：千円）

款 科目名 補正額

24,882,000 31,665,169 第12号 55,533 31,720,702

《歳入補正の主な内容》

令和2年度　12月補正の概要

【一般会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年12月18日

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額



追加

変更

内容に関するお問い合わせ先　　財政課財務係

7,800

五泉市交流拠点複合施設の管理運営に係る
指定管理委託料

令和3年度から
令和7年度まで

507,550千円に精算項目であ
る光熱水費及び修繕料が市の
指定する額を超えた場合、当
該超過額を加算した額。

五泉市ごせん桜アロマ工房の管理運営に係
る指定管理委託料

令和3年度から
令和7年度まで

83,650千円

県工事負担金

（単位：千円）

《債務負担行為》

事　項 期　間 限度額

項 事業名 金額

2 総務費
【新型コロナウイルス対応臨時交付金事業】
情報システム整備事業

13,970千円

限度額

2,300

まちづくり推進事業

【新型コロナウイルス対応臨時
交付金事業】オール5000どこで
も使える商品券支援事業

雪寒地域道路整備事業

舗装補修事業

橋梁管理事業

目　　的 補正前 補正後

道路橋梁整備事業 258,400 262,400

《地方債》

目　　的

災害復旧事業

《繰越明許費》

款

教育費

1 総務管理費

10
学校保健費

（総合戦略）寺子屋事業 食糧費 △ 1,799

消耗品費 2,576

学校保健備品購入費 △ 2,576

時間外勤務手当 1,600
9 消防費

消防運営事業 消耗品費 1,951

消防活動業務

8 土木費

維持一般管理経費 県工事負担金 8,668

防雪工事

公営住宅・施設維持管理事業 特別修繕工事 △ 6,787

橋梁設計委託料 6,302

橋梁長寿命化点検委託料 △ 5,387

（総合戦略）経済活性化推進事
業

1,762

舗装補修工事 △ 1,896

7 商工費

雇用調整助成金利用促進支援金 △ 15,995

小規模事業者事業継続支援特別
給付金

△ 2,500

まちなか賑わい創造事業委託料

引換券作成委託料 △ 1,475

△ 1,042



内容に関するお問い合わせ先　　市民課保険年金係

基金積立金

諸支出金

4 保健事業費 （総合戦略）特定健康診査等事業

自動車重量税 7

自動車損害共済等保険料 22

財政調整基金積立金 財政調整基金積立金 △ 18,100

償還金 国・県等負担金償還金 18,037

5

7

修繕料 34

款 事業名 科目名 補正額

1 総務費 一般管理経費 職員共済組合負担金 406

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

7 繰入金 職員給与費等繰入金 406

（単位：千円）

款 科目名 補正額

5,619,985 5,821,938 第5号 406 5,822,344

《歳入補正の主な内容》

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額

令和2年度　12月補正の概要

【国民健康保険特別会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年12月18日



内容に関するお問い合わせ先　　高齢福祉課介護保険係

4 基金積立金

2 保険給付費

5,137

特別調整交付金 △ 2,298

介護保険保険者努力支援交付金 9,272

4
保険者機能強化推進交付金

6 県支出金

国庫支出金

8 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）

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 2,060

介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 17,441

3,916

居宅介護等福祉用具購入費 居宅介護等福祉用具購入費 1,535

介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 5,400

1 総務費

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額

一般管理経費 介護保険業務システム改修委託料

5,138

事務費繰入金 2,216

繰入金

現年度分介護給付費交付金 2,509

現年度分介護給付費県負担金 1,163

現年度分介護給付費繰入金 1,163

5 支払基金交付金

（単位：千円）

款 科目名 補正額

現年度分介護給付費国庫負担金 1,859

介護保険災害等臨時特例補助金 2,298

6,307,511 6,362,910 第4号 30,365 6,393,275

《歳入補正の主な内容》

令和2年度　12月補正の概要

【介護保険特別会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年12月18日

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額

介護保険事業費国庫補助金 1,700



内容に関するお問い合わせ先　　保険年金係

1 総務費 一般管理経費

565,497 577,096 第4号

住居手当 123

職員共済組合負担金 66

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額

（単位：千円）

款 科目名 補正額

3 繰入金 事務費繰入金 189

189 577,285

《歳入補正の主な内容》

【後期高齢者医療特別会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年12月18日

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額

令和2年度　12月補正の概要



内容に関するお問い合わせ先　　上下水道局お客様係

（単位：千円）

款 科目名 補正額

1 水道事業費用 職員共済組合負担金 120

資本的支出 1,762,596 1,768,896 0 1,768,896

《補正の主な内容》

1,155,717

資本的収入 757,455 761,255 0 761,255

水道事業収益 1,252,572 1,205,772

第6号

0 1,205,772

水道事業費用 1,155,695 1,155,597 120

令和2年度　12月補正の概要

【水道事業会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年12月18日

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額



内容に関するお問い合わせ先　　上下水道局業務管理係

1 下水道事業費用 職員共済組合負担金 174

（単位：千円）

款 科目名 補正額

1 下水道事業収益 一般会計補助金 174

資本的支出 2,162,801 2,162,603 0 2,162,603

《補正の主な内容》

1,446,958

資本的収入 1,531,241 1,531,043 0 1,531,043

下水道事業収益 1,433,647 1,429,387

第4号

174 1,429,561

下水道事業費用 1,401,077 1,446,784 174

《補正予算議決年月日》 令和2年12月18日

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額

令和2年度　12月補正の概要

【下水道事業会計】


