
令和３年度12月補正予算について

　

　

●一般会計　補正予算（第６号）

1 補　正　額 （補正後予算額　４２０億８,５２０万円）

2 財　源 ○国庫支出金　１億５,３６２万２千円

・障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金

・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 ほか

○県支出金　６,２４０万５千円

・障害児通所給付費県費負担金 ほか

○寄附金　６１万７千円 ・指定寄附金

○繰入金　△２,３００万円 ・地域振興基金繰入金 ほか

○繰越金　１億５,１９７万８千円 ・前年度繰越金

○諸収入　９,１８７万８千円 ・派遣職員人件費負担金 ほか

○市債　１,９９０万円 ・合併特例事業債

3 補正予算の内容 （★は、新型コロナウイルス感染症対策） （単位：千円）

児童手当支給事業

児童扶養手当支給事業
　償還金（令和２年度の事業精算に伴う国庫、県費返還金）

5,537

10,031
健康福祉部

ひとり親家庭等医療費

助成事業
　ひとり親家庭等医療費の増加に伴う扶助費の増額 3,000 健康福祉部

★

予防接種事業
　新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの３回目接種体制の整備 75,869 健康福祉部

子ども医療費助成事業 　子ども医療費の増加に伴う扶助費の増額 63,000 健康福祉部

生活困窮者自立支援事業

生活保護事業

心身障害者福祉事務事業

　償還金（令和２年度の事業精算に伴う国庫、県費返還金）

6,059

4,949

23,104

健康福祉部

障害児通所支援事業 　障害児やサービス利用の増加等に伴う扶助費、審査手数料の増額 130,325 健康福祉部

★

地域振興事務事業（坂井）
　中止（支所所管区域イベント補助金） △ 6,000 総合政策部

★

福祉基金
　指定寄附金（福祉基金）の積立 518 健康福祉部

市長・市議会議員選挙事業
　令和４年４月２２日の任期満了に伴う市長および市議会議員の選

挙費用
18,000 総務部

広域圏事務事業 　広域市町村圏電算負担金の増額 5,861 総合政策部

　新型コロナウイルス感染症の影響による中止事業に係る経費を減額するとともに、ワクチンの３回目接種体制を確

保するための経費や、令和４年４月の任期満了に伴う市長・市議会議員選挙に係る経費等を計上するものです。

４億５,７４０万円

事業名 事業内容 事業費 所管
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（単位：千円）

宮領北部線道路改良事業 　道路改良工事費の減額 △ 10,000 建設部

坂井市産業フェア事業 　産業フェア事業費補助金の減額 △ 10,750 産業政策部

県営事業負担金 　県が行う道路、河川事業等における市の負担金 46,500 建設部

★

観光事務事業
　中止（三國湊帯のまち流し）補助金 △ 1,500 産業政策部

観光事務事業 　映画「おしょりん」制作地元後援負担金 7,000 産業政策部

★

水産業振興イベント事業
　中止（三国市場さかな祭）実行委員会への補助金 △ 500 産業政策部

水産業振興イベント事業
　リフレッシュ整備した三国港市場施設の落成式・オープニングイベント開

催費用
4,000 産業政策部

地域担い手づくり整備事業
　認定新規就農者の農業用機械導入に係る補助金の増額

（県1/4,市1/4）
4,810 産業政策部

土地改良施設突発事故

復旧事業

　土地改良施設の突発事故について復旧に係る補助金を増額

（国55％,県32％,市13％）
1,872 産業政策部

★

地域振興事務事業（春江）
　中止（はるえイッチョライでんすけ祭り補助金） △ 6,000 生活環境部

★

収入保険加入推進事業

　コロナ禍で収入が減少している農業者の収入保険の保険料の一部を

補助
6,300 産業政策部

国民健康保険特別会計

繰出金
　国民健康保険職員給与費等繰出金 △ 4,000 生活環境部

後期高齢者医療事業 　後期高齢者医療保険職員給与費等繰出金 600 生活環境部

放課後児童対策事業 　会計年度任用職員制度での運用に伴うパートタイム指導員の人件費 7,354 健康福祉部

★

放課後児童対策事業
　新型コロナウイルス感染症が発生した場合の再開慰労金 546 健康福祉部

幼保園等施設整備事業 　加戸幼保園改修工事に伴う仮園舎（旧加戸幼稚園）の改修費 7,000 健康福祉部

私立保育所運営支援事業

特別保育事業

施設型給付費負担金

幼児教育・保育無償化事業

　償還金（令和２年度の事業精算に伴う国庫、県費返還金）

1,377

7,896

1,407

1,033

健康福祉部

事業名 事業内容 事業費 所管

幼保園等管理運営事業
　会計年度任用職員制度での運用に伴うパートタイム、フルタイム保育

士等の人件費
△ 9,868 健康福祉部
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（単位：千円）

●国民健康保険特別会計　補正予算（第１号）

1 補　正　額 （補正後予算額　７８億５,８７１万３千円）

2 財　源 〇国庫支出金　７万１千円 ・社会保障・税番号システム整備費補助金

〇県支出金　６４万９千円 ・特別調整交付金

〇繰入金　△４００万円 ・職員給与費等繰入金

3 補正予算の内容 （★は、新型コロナウイルス感染症対策） （単位：千円）

●後期高齢者医療特別会計　補正予算（第１号）

1 補　正　額 （補正後予算額　１１億１,９２２万９千円）

2 財　源 〇繰入金 ・事務費繰入金

3 補正予算の内容 （★は、新型コロナウイルス感染症対策） （単位：千円）

職員人件費 　会計間異動等 6,000 生活環境部

一般管理諸経費 　マイナンバーカードを健康保険証として利用するための周知等経費 720 生活環境部

６００万円

事業名 事業内容 事業費 所管

△３２８万円

事業名 事業内容 事業費 所管

職員人件費 　会計間異動等 △ 4,000 生活環境部

スポーツ大会運営事業 　「ふくい桜マラソン」２年前キックオフイベント負担金 1,385 教育委員会

体育施設管理事業 　体育施設用地購入費 36,771 教育委員会

道路改良補助事業 　道路改良工事費の増額 10,000 建設部

★

国際交流推進事業
　中止（英国ウェールズへの派遣事業）旅費など △ 11,455 教育委員会

事業名 事業内容 事業費 所管
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　新型コロナウイルス感染症の影響による中止事業に係る経費を減額するとともに、ワクチンの３回目接種体制を確

保するための経費や、令和４年４月の任期満了に伴う市長・市議会議員選挙に係る経費等を計上するものです。

●水道事業会計　補正予算（第１号）

1 補　正　額 （補正後予算額　２４億１,８５８万９千円）

●公共下水道事業会計　補正予算（第１号）

1 補　正　額 （補正後予算額　５１億７,４４８万５千円）

△６３０万円

７０万円
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