
議会システム借上料 △ 1,456

（総合戦略）ウェルカムファミ
リー住まいる事業

ウェルカムファミリー住まいる
住宅取得補助金

3,161

広報広聴事業 印刷製本費 1,526

1,850

例規管理業務 例規類集システム保守管理等委託料 1,760

市有財産管理経費 バス待合所建設工事 4,000

1 議会費 一般管理経費 議員報酬 △ 1,474

財政管理運営事業 財政調整基金積立金 △ 57,206

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額

21 市債 村松小学校冷房設備整備事業費充当債 3,400

建物損害共済金 3,687

防災減災対策農業水利施設点検・調査計画事業補助金 10,675

学校・家庭・地域の連携促進事業補助金 △ 1,160

15 県支出金

障害者自立支援給付費負担金 19,250

障害者地域生活支援事業費補助金 △ 8,130

介護基盤整備事業費補助金 △ 85,802

子ども・子育て支援事業費補助金 2,530

新型コロナウイルス感染症対策施設整備事業費補助金 3,500

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 1,969

検診結果情報連携整備事業補助金 1,166

個人番号カード交付事務費補助金 △ 1,537

障害者地域生活支援事業費補助金 △ 16,259

地域介護・福祉空間整備等交付金 △ 7,730

（単位：千円）

款 科目名 補正額

総合会館使用料 △ 1,444

13 使用料及び手数料 馬下保養センター一般使用料 △ 2,502

23,100,000 24,873,177 第13号 △ 46,096 24,827,081

《歳入補正の主な内容》

令和3年度　12月補正の概要

【一般会計】

《補正予算議決年月日》 令和3年12月15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

馬下保養センター施設使用料 △ 1,020

20 諸収入
寺子屋参加費 △ 1,800

14 国庫支出金

障害者自立支援給付費負担金 38,500

2 総務費

文書等一般管理業務 消耗品費

本庁舎等管理業務



追加

新型コロナワクチン接種事業

（総合戦略）妊産婦医療費助成事業

【新型コロナウイルス対応事業】
施設園芸支援事業

消防活動業務

障害者地域生活支援サービス費
等給付事業

児童手当給付事業

公立保育園施設営繕・整備事業

（総合戦略）がん予防事業

消防団活動業務

（総合戦略）寺子屋事業

介護基盤整備事業

介護基盤整備事業

高齢福祉一般管理経費

国民健康保険特別会計繰出金

2 総務費 1 総務管理費 市有財産管理経費 4,022

《繰越明許》

（単位：千円）

款 項 事業名 金額

中学校管理費 修繕料 1,500

食糧費 △ 1,800

2,208

機器移設委託料 2,200

修繕料 2,000

村松小学校冷房設備整備工事 3,498

消防運営事業 職員共済組合負担金 1,058

時間外勤務手当 1,360

費用弁償 △ 1,588

修繕料

まちなか賑わい創造事業委託料 △ 1,042

下水道事業会計負担金 △ 26,162

下水道事業会計出資金 △ 19,931

5,420

農業基盤維持管理事業 防災重点ため池看板設置工事 10,675

【新型コロナウイルス対応事業】
市内誘客促進事業

誘客マップ作製委託料 1,540

1,794

妊産婦医療助成費 1,800

ぼたん園管理等緑化推進委託料 △ 1,521

農産物等振興まつり負担金 △ 2,863

システム改修委託料 2,530

修繕料 1,000

健康管理システム改修委託料 1,749

障害福祉サービス費 74,000

身体障害者補装具給付費 3,000

訪問入浴サービス給付費 1,510

出産育児一時金繰出金 1,680

通信運搬費 1,008

燃料高騰対策助成費 20,000

介護基盤整備事業補助金 △ 85,802

新型コロナウイルス感染症対策
施設整備事業費補助金

3,500

地域介護・福祉空間整備事業補助金 △ 7,730

防犯灯整備・維持事業 ＬＥＤ防犯灯設置事業補助金 1,170

個人番号カード交付事業 備品購入費 △ 1,337

4

3

8

7

まちづくり推進事業

2 総務費

民生費

10

9

衛生費

6

コールセンター等運営委託料

農林水産業費

商工費

土木費

防災基盤整備事業 2,200

施設園芸燃料費補助金 5,000

数量調整円滑化推進事業 水田農業構造改革対策事業補助金

消防費

小学校管理費

9 消防費 1 消防費

教育費

【新型コロナウイルス対応事業】
燃料高騰対策事業

障害福祉サービス費給付事業

農林特産品振興事業

下水道事業会計繰出金

防災基盤整備事業



追加

内容に関するお問い合わせ先　　財政課財務係

《地方債》

（単位：千円）

目　　的 限度額

村松小学校冷房設備整備事業 3,400

34,500

70,213

1,350

19,800

12,600

令和4年度から令和6年度まで

令和4年度から令和8年度まで

令和4年度から令和4年度まで

令和4年度から令和6年度まで

令和4年度から令和6年度まで

五泉市障害者地域活動支援センターⅢ型虹工房の管
理運営に係る指定管理委託料

五泉市福祉会館の管理運営に係る指定管理委託料

五泉市村松さくらんど物産直売所の管理運営に係る
指定管理委託料

五泉市村松観光開発会館の管理運営に係る指定管理
委託料

五泉市村松黄金の里会館の管理運営に係る指定管理
委託料

事　　　項 期　　　間 限度額

五泉市障害者地域活動支援センターⅠ型あさひの家
の管理運営に係る指定管理委託料

令和4年度から令和6年度まで 78,000

（単位：千円）

《債務負担行為》



内容に関するお問い合わせ先　　市民課保険年金係

国・県等負担金償還金 20,190

食糧費 △ 8

支払手数料 出産育児一時金支払委託料 1

5 基金積立金 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金 △ 18,845

一般管理経費 職員共済組合負担金 △ 51

費用弁償 △ 350

普通旅費 △ 94

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額

出産育児一時金繰入金 1,680

職員給与費等繰入金 △ 51

9 諸収入 一般被保険者医療費返納金 2,016

（単位：千円）

款 科目名 補正額

保険給付費等交付金（特別交付金） △ 322

5,228,776 5,390,727 第6号 3,323 5,394,050

《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3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3年12月15日

2 保険給付費

7 諸支出金 償還金

1

有料道路使用料 △ 40

出産育児一時金 出産育児一時金 2,520

総務費
運営協議会費

5 県支出金

7 繰入金



内容に関するお問い合わせ先　　高齢福祉課介護保険係

8 繰入金

100

職員共済組合負担金 28

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 122

款 事業名 科目名 補正額

看護師等謝礼 △ 30

10 諸収入 介護予防事業雑入 △ 46

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） △ 83

現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 25

職員給与費等繰入金 92

現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △ 83

現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 25

4

6

国庫支出金

県支出金

款 科目名 補正額

介護予防事業利用者負担金 △ 36

現年度分調整交付金 △ 33

6,485,288 第6号 △ 400 6,484,888

《歳入補正の主な内容》

（単位：千円）

（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　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3年12月15日

現年度分地域支援事業支援交付金（介護予防事業） △ 178

現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 49

現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △ 132

2 分担金及び負担金

5 支払基金交付金

6,330,311

△ 95

住居手当 105

職員共済組合負担金 △ 13

一般介護予防事業委託料 △ 192

時間外勤務手当

通所型サービスＣ委託料 △ 455

1

3

総務費

地域支援事
業費

一般管理経費

看護師等謝礼 30

通所型サービスＢ委託料
介護予防・生活支援サービス事
業

一般介護予防事業

包括的支援事業（地域包括支援
センタ－事業）



内容に関するお問い合わせ先　　市民課保険年金係

通勤手当 47

《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 128

566,991 582,721 第4号 128 582,849

《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12月15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　12月補正の概要

職員共済組合負担金 81
1 総務費 一般管理経費



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 △ 80

資本的支出 1,206,352 1,207,881 0 1,207,881

《補正の主な内容》

1,155,565

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4号

0 1,180,637

水道事業費用 1,162,628 1,155,645 △ 80

（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　12月補正の概要

【水道事業会計】

《補正予算議決年月日》 令和3年12月15日



内容に関するお問い合わせ先　　上下水道局業務管理係

1 資本的支出 職員共済組合負担金 69

1 下水道事業費用 職員共済組合負担金 43

1 資本的収入 出資金 △ 19,931

（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 △ 26,162

資本的支出 1,903,699 1,899,232 69 1,899,301

《補正の主な内容》

1,363,323

資本的収入 1,274,828 1,270,361 △ 19,931 1,250,430

下水道事業収益 1,388,228 1,395,085

第4号

△ 26,162 1,368,923

下水道事業費用 1,356,423 1,363,280 43

令和3年度　12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12月15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


