
15 県支出金

県単農業農村整備事業補助金 1,000

情報システム管理事業 修繕料 4,700

一般管理経費 市税過誤納還付金及び加算金 13,000

△ 3,450

議会広報事業 議会映像配信システム運用管理委託料 1,243

財政管理運営事業 財政調整基金積立金 318,827

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額

交流拠点複合施設建設事業費充当債 33,500

緊急車両整備事業費充当債 144,300

廃棄物中間処理施設建設負担金充当債 19,900

保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 9,531

防災減災対策農業水利施設点検・調査計画事業補助金 7,500

保険基盤安定負担金（保険税軽減・介護納付金分） 1,236

保険基盤安定負担金（保険税軽減・高齢者支援金分） 3,049

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 18,811

新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 100,011

14 国庫支出金

保険基盤安定負担金（保険者支援分） 2,739

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 6,464

（単位：千円）

款 科目名 補正額

9 地方特例交付金 個人住民税減収補填特例交付金 7,342

23,100,000 23,713,484 第7号 766,382 24,479,866

《歳入補正の主な内容》

令和3年度　9月補正の概要

【一般会計】

《補正予算議決年月日》 令和3年9月27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

保険基盤安定負担金（保険者支援分） 1,369

介護基盤整備事業費補助金 3,500

介護保険特別会計繰入金 22,131

国民健康保険特別会計繰入金 2,829
18 繰入金

19 繰越金

側溝整備事業費充当債 4,700

繰越金 642,564

21 市債 道路舗装事業費充当債 4,200

20 諸収入 老人福祉費等国県支出金精算金雑入 2,233

過疎地域持続的発展特別事業費充当債 64,100

農業用用排水路整備事業費充当債 1,500

1 議会費

2 総務費

視察調査研究事業 費用弁償



側溝蓋等原材料費 1,000

消防署通信管理業務 修繕料 1,000

道路管理事業

農林特産品振興事業

臨時露店市場管理運営事業

観光振興事業

修繕料 1,430

10 教育費 （総合戦略）合宿誘致促進事業 合宿誘致促進事業補助金 △ 3,180

9 消防費

一般職給 4,663

職員共済組合負担金 1,078

消防署車両機械器具整備事業 消防車両購入費

2,600

149,746

防災基盤整備事業

9,700
側溝等整備事業

道路改良事業 道路改良工事 6,500

下水道事業会計繰出金 下水道事業会計負担金 3,050

8 土木費

修繕料 4,000

側溝工事 3,500

交通安全施設工事

9,878

臨時露店市場電気配線委託料

6

△ 3,186

五泉花火大会事業補助金 △ 1,000

2,500

7 商工費

村松工業団地測量委託料 3,718

村松工業団地通路整備工事

生活保護扶助事業 償還金 43,039

農林水産業費

時間外勤務手当 △ 1,120

チューリップ展示棚作製委託料 5,860

原材料費 3,000

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 償還金 3,387

保育園等運営事業 親子遠足バス委託料 △ 2,633

3 民生費

ひとり親自立支援給付事業 償還金 1,117

国民年金事業 一般職給 △ 2,929

後期高齢者医療費 療養給付費負担金

消耗品費

コールセンター等運営委託料

ワクチン接種委託料

五泉地域衛生施設組合負担金

消防団活動業務 費用弁償 △ 1,114

4 衛生費

廃棄物対策事業

時間外勤務手当

ため池廃止基本計画策定委託料 7,500

農業用用排水路整備工事

9,890

6,600

100,011

3,212

介護基盤整備事業

生活困窮者自立支援事業

2,314

児童手当給付事業 償還金 1,483

介護基盤整備事業補助金

償還金

保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）

保険基盤安定繰出金（介護納付金分）

保険基盤安定繰出金（後期高齢者支援金分）

保険基盤安定繰出金（保険者支援分）

国保財政安定化支援事業繰出金

償還金

償還金

食糧費

会場設営委託料

3,500

2,422

12,708

1,648

4,066

5,478

20,231

4,353

8,319

△ 4,839

△ 2,379

消防運営事業

国民健康保険特別会計繰出金

生きがい促進事業

新型コロナワクチン接種事業

【新型コロナウイルス対応事業】来て
みて五泉見にきてチューリップ事業

農業基盤維持管理事業

（総合戦略）企業誘致推進事業

障害者医療費助成等事業

障害福祉サービス費給付事業



追加

追加

変更

内容に関するお問い合わせ先　　財政課財務係

都市公園整備事業 17,600 18,300

《地方債》

道路橋梁整備事業 211,900 222,500

交流拠点複合施設建設事業 301,600 335,100

消防署車両機械器具整備事業

廃棄物中間処理施設建設負担金 19,900

9

《繰越明許》

（単位：千円）

金額

149,746消防費

事業名款 項

消防費 1

臨時財政対策債 854,000 679,328

緊急車両整備事業 49,900 194,200

村松プール整備事業 4,100 4,600

私立認定こども園整備事業 2,700 3,400

早出川頭首工管理棟防水修繕事業 700 500

農業用用排水路整備事業 1,500

（単位：千円）

目　　的 補正前 補正後

（単位：千円）

目　　的 限度額

過疎地域持続的発展特別事業 64,100



内容に関するお問い合わせ先　　市民課保険年金係

補正号数

介護納付金分 介護納付金分 11,970

款 事業名 科目名 補正額

一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分 △ 37,106

保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 12,708

介護納付金分現年課税分 1,832

（単位：千円）

款 科目名 補正額

1 国民健康保険税

医療給付費分現年課税分 32,905

後期高齢者支援金分現年課税分 10,976

5,228,776 5,223,212 第4号 167,724 5,390,936

《歳入補正の主な内容》

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

令和3年度　9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3年9月27日

8

9

繰越金

諸収入

74,611

3,720

保険基盤安定繰入金（介護納付金分）

保険基盤安定繰入金（後期高齢者支援金分）

保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

国保財政安定化支援事業繰入金

前年度繰越金

一般被保険者第三者行為納付金

7 繰入金

1,648

4,066

5,478

20,231

財政調整基金積立金 179,268

償還金 国・県等負担金償還金 7,328

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

一般会計繰出金 2,829

8 予備費 予備費 予備費 3,360

3
国民健康保険
事業費納付金

7 諸支出金
繰出金

5 基金積立金 財政調整基金積立金



内容に関するお問い合わせ先　　高齢福祉課介護保険係

繰出金 一般会計繰出金 22,131
6 諸支出金

4 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 97,112

償還金 償還金 27,634

款 事業名 科目名 補正額

9 繰越金 前年度繰越金 161,268

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

6 県支出金 過年度分介護給付費県負担金 8,594

（単位：千円）

款 科目名 補正額

1 保険料
現年度分特別徴収保険料 14,703

現年度分普通徴収保険料 △ 37,720

6,330,311 6,337,787 第4号 147,886 6,485,673

《歳入補正の主な内容》

令和3年度　9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3年9月27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　　農林課

補正額

2 予備費 予備費 予備費 42

1 繰越金 前年度繰越金 42

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名

3,693

《歳入補正の主な内容》

（単位：千円）

款 科目名 補正額

令和3年度　9月補正の概要

【川東財産区一般会計】

《補正予算議決年月日》 令和3年9月27日

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額

3,651 3,651 第1号 42

（単位：千円）



内容に関するお問い合わせ先　　市民課保険年金係

2
後期高齢者医
療広域連合納
付金

後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療広域連合納付金
（保険料前年度徴収分）

14,107

《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

4 繰越金 前年度繰越金 14,882

566,991 567,929 第2号 14,882 582,811

《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3年9月27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　9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 一般職給 △ 1,723

資本的支出 1,206,352 1,207,881 0 1,207,881

《補正の主な内容》

1,156,641

資本的収入 557,718 559,339 0 559,339

水道事業収益 1,180,637 1,180,637

第2号

0 1,180,637

水道事業費用 1,162,628 1,159,839 △ 3,198

【水道事業会計】

《補正予算議決年月日》 令和3年9月27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　9月補正の概要



内容に関するお問い合わせ先　　上下水道局業務管理係

汚水施設修繕費 2,000
1 下水道事業費用

公共下水道接続促進助成金 1,050

（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 3,050

資本的支出 1,903,699 1,899,234 131 1,899,365

《補正の主な内容》

1,363,518

資本的収入 1,274,828 1,270,363 131 1,270,494

下水道事業収益 1,388,228 1,392,273

第2号

3,050 1,395,323

下水道事業費用 1,356,423 1,360,468 3,050

令和3年度　9月補正の概要

【下水道事業会計】

《補正予算議決年月日》 令和3年9月27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


