
1 市税

12 分担金及び負担金

14 国庫支出金

15 県支出金

16 財産収入

川東中学校長寿命化予防改修事業費充当債 164,500

臨時財政対策債 △ 186,136

県営基盤整備事業費充当債 5,600

雪寒地域道路整備事業費充当債 36,100

市営住宅建設事業費充当債 △ 11,300

20 諸収入 物件補償料 △ 10,340

県営防災重点農業用ため池緊急整備事業費充当債 29,700

21 市債

県営湛水防除事業費充当債 15,400

不動産売払収入（村松第二工業団地） 137,284

18 繰入金 地域振興基金繰入金 10,386

川東中学校長寿命化予防改修事業費交付金 41,467

特別保育事業補助金 △ 8,500

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給事業補
助金

△ 66,626

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補
助金

13,600

雪寒地域道路整備事業交付金 60,641

地域住宅計画事業交付金 △ 13,892

放課後児童健全育成事業保護者負担金 △ 6,449

保育所運営費負担金 24,673

保育所運営費負担金 △ 13,718

児童扶養手当負担金 △ 6,307

地方創生推進交付金 △ 10,559

児童手当負担金 △ 20,967

現年課税分（法人市民税） △ 8,322

10 地方交付税 普通交付税 364,578

保育園保護者負担金 △ 6,945

（単位：千円）

款 科目名 補正額

現年課税分（個人市民税） 38,023

23,100,000 26,071,369 第18号 546,604 26,617,973

《歳入補正の主な内容》

令和3年度　2月補正の概要

【一般会計】

《補正予算議決年月日》 令和4年2月24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

2 総務費

3 民生費 1 社会福祉費
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給事業

278,187

【新型コロナウイルス対応事
業】五泉市プロモーション事業

2,100

3 戸籍住民基本台帳費 住民記録システム改修事業 4,587

1 総務管理費

民生費

農林水産業費

私立保育園支援事業

農業基盤整備事業

児童扶養手当等支給事業

土木費

教育費

3

住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給事業

介護保険特別会計繰出金

障害者医療費助成等事業

後期高齢者医療費

児童手当給付事業

（単位：千円）

款 項 事業名 金額

《繰越明許》

幼稚園管理費 通園バス委託料 △ 5,311

11 公債費 市債償還金利子 市債償還金利子 △ 9,936

10

小学校管理費 光熱水費 5,803

川東中学校長寿命化予防改修事
業

川東中学校長寿命化予防改修工
事

206,138

市営住宅建設事業 市営住宅整備工事 △ 16,027

9 消防費 防災基盤整備事業 機器移設委託料 △ 10,340

8

雪寒地域道路整備事業 防雪工事 96,230

公営住宅・施設維持管理事業 住宅解体工事 △ 12,678

多面的機能支払事業補助金 △ 6,405

7 商工費
新型コロナウイルス感染症拡大
防止協力金支給事業

新型コロナウイルス感染症拡大
防止協力金

△ 66,248

6

県営基盤整備事業負担金 12,625

県営防災重点農業用ため池緊急
整備事業負担金

29,700

農業基盤維持管理事業

園児通園バス委託料 △ 10,258

私立保育園運営等補助金 △ 19,680

償還金 15,474

県営湛水防除事業負担金 15,445

一般職給 △ 15,338

社会保険料（会計年度任用職員） △ 6,568
保育園等運営事業

△ 5,968

児童手当給付費 △ 24,790

児童扶養手当給付費 △ 18,383

報酬（会計年度任用職員） △ 15,738

△ 5,489

住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金

13,600

介護保険特別会計繰出金 △ 12,758

更生医療給付費 △ 6,396

療養給付費負担金

財政管理運営事業 財政調整基金積立金 503,018

2 総務費 総務一般管理経費 退職手当 25,400

人事一般管理経費 一般職給（会計年度任用職員）

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額



変更

内容に関するお問い合わせ先　　財政課財務係

3 民生費 2 児童福祉費

6

林道改良事業 2,400 2,700

道路橋梁整備事業 225,600 260,900

ぼたん園照明灯整備事業 6,100 5,800

橋梁等整備事業 17,300 16,000

県営湛水防除事業 6,900 22,300

県営基盤整備事業 10,800 16,400

交流拠点複合施設整備事業 2,600 2,000

県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 14,600 44,300

川東中学校長寿命化予防改修事業 16,400 180,900

山王体育館整備事業 6,000 5,700

消防施設整備事業 27,000 24,700

緊急車両整備事業 194,200 192,400

市営住宅建設事業 148,500 137,200

市営住宅解体事業 4,700 1,200

河川等整備事業 9,000 8,200

東南環状線整備事業 23,900 22,300

農業基盤整備事業 60,447

農林水産業費
1 農業費

【新型コロナウイルス対応事
業】子育て世帯への臨時特別給
付金給付事業

501

子育て世帯への臨時特別給付金
給付事業

1,004

7 商工費 1 商工費
【新型コロナウイルス対応事
業】誘客イベント実施事業

2,547

農業基盤維持管理事業 17,958

2 治山林業費 林道等整備・維持管理事業 32,006

臨時財政対策債 679,328 493,192

村松プール整備事業 4,600 4,400

災害復旧事業 13,000 6,800

（単位：千円）

目　　的 補正前 補正後

《地方債》

10 教育負 3 中学校費
川東中学校長寿命化予防改修事
業

206,238

99,230

4 都市計画費 東南環状線整備事業 15,407
8 土木費

2 道路橋梁費 雪寒地域道路整備事業



内容に関するお問い合わせ先　　市民課保険年金係

4 保健事業費

職員公務災害補償基金負担金 △ 4

印刷製本費 △ 188

一般管理経費

1 総務費

2 保険給付費

5 基金積立金 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金 13,388

7 諸支出金 償還金 国・県等負担金償還金 968

高額介護合算療養費 266

（総合戦略）特定健康診査等事業 通信運搬費 △ 183

健康づくり事業 人間ドック受診費用助成金 △ 551

通信運搬費 △ 273

コンビニエンスストア収納業務委託料 9

高額療養費 △ 266

款 事業名 科目名 補正額

事務処理標準システム導入業務委託料 △ 352

通信運搬費 △ 299

共同事業連合会委託料 △ 117

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

9 諸収入 一般被保険者第三者行為納付金 1,861

職員給与費等繰入金 △ 872

保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 2,908

7 繰入金

保険基盤安定繰入金（介護納付金分） 691

保険基盤安定繰入金（後期高齢者支援金分） 1,156

保険給付費等交付金（特別交付金） 488

保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 3,647

5 県支出金

《歳入補正の主な内容》

（単位：千円）

款 科目名 補正額

4 国庫支出金 災害臨時特例交付金 2,519

補正後の額

5,228,776 5,394,050 第7号 12,398 5,406,448

令和3年度　2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4年2月24日

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額

賦課費

徴収費

一般被保険者高額療養費

一般被保険者高額介護合算療養費



3
地域支援事
業費

介護認定調査事業

特定入所者介護サービス費等 特定入所者介護サービス等費 △ 20,000

1

2

総務費

保険給付費

介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 2,580

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 1,430

△ 50,000

款 事業名

施設介護サ－ビス給付費 施設介護サービス給付費 90,000

県支出金

繰入金

地域密着型介護等サービス給付
費

地域密着型介護等サービス給付
費

現年度分介護給付費繰入金

1

4

6

8

保険料

支払基金交付金

国庫支出金
現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

6,330,311

介護予防・生活支援サービス事
業

（総合戦略）在宅介護支援セン
ター運営事業

居宅介護等サービス給付費

介護認定審査会事業

5

△ 1,429

在宅介護支援センター運営事業
委託料

△ 2,700

△ 1,889

主治医等意見書作成料 △ 4,000

訪問調査委託料 △ 1,000

居宅介護等サービス給付費 △ 40,000

介護予防ケアマネジメント委託
料

補正額

介護認定審査会委員報酬 △ 1,936

報酬（会計年度任用職員）

事務費繰入金 △ 9,385

科目名

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

現年度分介護給付費県負担金 2,502

現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △ 1,186

現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） △ 1,186

△ 1,998

△ 2,373

介護保険事業費国庫補助金 △ 1,293

現年度分介護給付費交付金 △ 33,271

現年度分普通徴収保険料 18,265

現年度分介護給付費国庫負担金 △ 16,328

現年度分調整交付金 △ 4,502

（単位：千円）

款 科目名 補正額

現年度分特別徴収保険料 △ 11,915

6,484,888 第7号 △ 63,536 6,421,352

《歳入補正の主な内容》

令和3年度　2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4年2月24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　　高齢福祉課介護保険係

3
地域支援事
業費

基金積立金

包括的支援事業（地域包括支援
センタ－事業）

介護給付費準備基金積立金4

地域包括支援センター職員出向
負担金

△ 3,592

6 諸支出金 償還金 償還金 △ 4,120

介護給付費準備基金積立金 △ 24,576



内容に関するお問い合わせ先　　市民課保険年金係

職員公務災害補償基金負担金 △ 1

後期高齢者医療広域連合納付金
（基盤安定繰出分）

01 総務費

後期高齢者
医療広域連
合納付金

一般管理経費

一般管理経費

後期高齢者医療広域連合納付金

事務費繰入金 △ 204
3 繰入金

△ 44702

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額

通信運搬費 △ 203

（単位：千円）

款 科目名 補正額

保険基盤安定繰入金 △ 447

566,991 582,849 第5号 △ 651 582,198

《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4年2月24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3年度　2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

道路改良工事等補償工事負担金 △ 40,040

消火栓整備等工事 △ 2,695

物件移設補償料 △ 2,200

1 資本的支出

道路改良工事等補償設計委託料 △ 3,100

（単位：千円）

款 科目名 補正額

道路改良工事等配水管布設替工事 △ 50,000

下水道工事等補償工事負担金 △ 13,475

消火栓整備等他会計負担金 △ 2,858

資本的支出 1,206,352 1,207,881 △ 178,531 1,029,350

《補正の主な内容》

1,152,230

資本的収入 557,718 559,339 △ 124,073 435,266

水道事業収益 1,180,637 1,180,637

第5号

△ 9,392 1,171,245

水道事業費用 1,162,628 1,155,565 △ 3,335

令和3年度　2月補正の概要

【水道事業会計】

《補正予算議決年月日》 令和4年2月24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

△ 3,033

消費税還付金 △ 6,359

補償工事等 △ 2,507

水道事業収益

1 水道事業費用

給水管移設工事補償料

一般職給 △ 2,175

1

△ 67,700

消費税及び地方消費税 2,932

1 資本的収入

配水管布設等工事 △ 93,400

下水道工事補償設計委託料 △ 1,836

配水管整備事業債

下水道関連等配水管布設替工事 △ 15,300

配水管布設設計委託料 △ 10,000



内容に関するお問い合わせ先　　上下水道局業務管理係

△ 3,648下水道事業収益1

受贈財産評価額 1,160

構築物減価償却費

下水道事業費用 施設利用権減価償却費

資本的支出 1,903,699 1,899,301

消費税還付金

△ 71,968 1,827,333

1,736

下水道整備事業債 △ 55,100

1 流域下水道整備事業債 △ 21,000

受益者負担金 4,244

資本的収入

汚水管渠整備工事 △ 20,000

物件移設補償料 △ 29,5001 資本的支出

流域下水道建設負担金 △ 21,500

4,024

消費税及び地方消費税 6,052

（単位：千円）

款 科目名 補正額

下水道使用料 11,000

1

《補正の主な内容》

1,376,069

資本的収入 1,274,828 1,250,430 △ 71,968 1,178,462

下水道事業収益 1,388,228 1,368,923

第5号

8,810 1,377,733

下水道事業費用 1,356,423 1,363,323 12,746

令和3年度　2月補正の概要

【下水道事業会計】

《補正予算議決年月日》 令和4年2月24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


