
令和３年度3月補正予算について

　

　

●一般会計　補正予算（第９号）

1 補　正　額 （補正後予算額　４８５億９,６２０万円）

2 財　源 ○市税　２億７,５００万円 ・市民税、固定資産税

○地方交付税　９億６,５１１万６千円 ・普通交付税

○国庫支出金　５億２０４万５千円

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ほか

○県支出金　△５,６０６万７千円

・地域担い手づくり整備事業補助金 ほか

○寄附金　４７０万円 ・指定寄附金

○繰入金　△２億９,３０６万９千円 ・財政調整基金繰入金 ほか

○繰越金　６億４８７万２千円 ・前年度繰越金

○諸収入　２４億４,９０７万円 ・競艇事業収入 ほか

○市債　△４億４,４６６万７千円 ・合併特例事業債 ほか

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）

減債基金 　普通交付税の追加交付分のうち、臨時財政対策債償還分の積立 456,630 財務部

まちづくり整備基金 　越前三国競艇企業団の事業収益収入の積立 2,500,000 財務部

市債償還利子 　変動金利借入に伴う利率変更、借入利率確定等 △ 28,958 財務部

財政調整基金 　普通交付税の追加交付等に伴う積立 126,000 財務部

★

次世代型交通導入推進事業
　オンデマンド型交通実証実験の運行形態を変更 △ 3,025 総合政策部

★

コミュニティセンター維持管理

事業

　事業費の確定（コミュニティセンターWi-Fi整備工事） △ 1,522 総合政策部

広域圏事務事業 　福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金の確定 △ 2,000 総合政策部

生活バス路線対策事業 　生活バス路線の運行の維持のための補助 6,489 総合政策部

地方創生応援基金 　企業版ふるさと納税による寄附金の積立 3,200 総合政策部

庁内情報管理事業 　実績見込みによる減額（委託料、賃借料） △ 12,000 総合政策部

嶺北消防組合負担金 　嶺北消防組合負担金の確定見込 △ 34,262 総務部

地方創生推進事業 　企業版ふるさと納税による寄附額の増加に伴う経費の増額 395 総合政策部

　新型コロナウイルス感染症対策などの必要経費を計上したほか、コロナ禍による事業中止や入札差金等の不用額に

ついて減額計上するとともに、財政調整基金やまちづくり整備基金への積立金を計上するものです。

４０億７００万円

事業名 事業内容 事業費 所管
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令和３年度3月補正予算について

　

　

　新型コロナウイルス感染症対策などの必要経費を計上したほか、コロナ禍による事業中止や入札差金等の不用額に

ついて減額計上するとともに、財政調整基金やまちづくり整備基金への積立金を計上するものです。

（単位：千円）

県営経営体育成基盤整備

事業
　負担金の確定 23,149 産業政策部

地域担い手づくり整備事業
　国３号補正予算採択見込

　・担い手確保・経営強化支援事業費補助金
30,125 産業政策部

排水機場維持管理事業 　補助金の確定 1,557 産業政策部

園芸産地総合支援事業 　事業費確定（儲かるふくい型農業総合支援事業費補助金） △ 4,324 産業政策部

三里浜砂丘地園芸産地

育成事業
　事業費確定（園芸産地広域拠点整備事業費補助金） △ 26,891 産業政策部

水田農業大規模化・園芸

導入事業
　事業費確定（儲かるふくい型農業総合支援事業費補助金） △ 25,920 産業政策部

水田麦・大豆産地生産性

向上事業
　事業費確定（水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金） △ 14,109 産業政策部

一般廃棄物収集処理事業 　広域圏清掃センター負担金の確定 △ 12,000 生活環境部

★

地域振興事務事業（丸岡）
　中止（丸岡古城まつり事業補助金ほか） △ 7,070 生活環境部

国民健康保険特別会計

繰出金
　国民健康保険基盤安定負担金等の確定 5,613 生活環境部

後期高齢者医療事業 　後期高齢者医療保険療養費給付費負担金等の確定 27,072 生活環境部

養育医療給付事業 　指定養育機関での医療の給付等に伴う扶助費の増額 1,200 健康福祉部

コンビニ交付サービス事業 　コンビニ交付サービスの利用増に伴う手数料の増額 500 生活環境部

障害児通所支援事業 　障害児やサービスの増加等に伴う扶助費の増額 11,000 健康福祉部

法定事務事業 　介護保険事業の坂井地区広域連合負担金の確定 △ 33,508 健康福祉部

訓練等給付費支給事業 　生涯者福祉サービスの利用者数の増加に伴う扶助費の増額 93,400 健康福祉部

日常生活用具等給付事業 　日常生活用具の利用者数の増加に伴う扶助費の増額 3,900 健康福祉部

生活保護事業 　生活保護を受給する世帯の増加に伴う増額 40,000 健康福祉部

介護給付費支給事業 　障害者福祉サービスの利用者数の増加に伴う手数料、扶助費の増額 1,400 健康福祉部

事業名 事業内容 事業費 所管

福祉基金 　指定寄附金の積立 1,500 健康福祉部
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令和３年度3月補正予算について

　

　

　新型コロナウイルス感染症対策などの必要経費を計上したほか、コロナ禍による事業中止や入札差金等の不用額に

ついて減額計上するとともに、財政調整基金やまちづくり整備基金への積立金を計上するものです。

（単位：千円）

宮領北部線道路改良事業 　事業費確定 △ 4,000 建設部

上安田３号線道路改良

事業
　事業費確定 △ 6,000 建設部

橋りょう長寿命化事業 　国の補正予算に伴う追加 257,522 建設部

末政・随応寺線道路改良

事業
　国の補正予算に伴う追加 35,860 建設部

公営住宅ストック総合改善

事業
　事業費確定（愛宕団地５号棟新築設計業務委託） △ 13,044 建設部

除雪対策事業 　除雪業務委託料等の追加 144,550 建設部

企業立地促進事業 　変更申請による企業立地助成金の増額 11,383 産業政策部

都市計画事務事業 　大規模盛土造成地スクリーニング計画策定委託 2,200 建設部

三国花火大会事業 　補助金の確定（三国花火大会事業費補助金） △ 2,745 産業政策部

★

観光施設管理運営事業
　温泉供給対象者が負担する温泉供給使用料の一部を支援 1,485 産業政策部

★

観光ビジョン戦略事業

　新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業の利用減（学生合宿促進事

業費補助金）
△ 4,000 産業政策部

観光ビジョン戦略事業 　補助金の確定（民宿リニューアル支援事業補助金） △ 10,000 産業政策部

★

シティセールス事業
　音楽フェスの延期による減額 △ 5,300 産業政策部

★

観光事務事業
　中止（三国湊カニまつり事業補助金） △ 2,500 産業政策部

農村振興総合整備統合

補助事業
　国、県からの交付金の減額決定による減額（国50・県20・市30） △ 27,200 産業政策部

★

水産業経営支援事業
　燃油価格高騰の影響を受けた漁業者に燃油使用量に応じて補助 8,500 産業政策部

県営農道保全対策事業 　負担金の確定 △ 17,160 産業政策部

多面的機能支払交付金

事業
　国、県からの交付金の減額決定による減額（国50・県25・市25） △ 39,114 産業政策部

県営農村災害対策整備

事業
　負担金の確定 △ 5,040 産業政策部

県営湛水防除事業 　負担金の確定 3,292 産業政策部

事業名 事業内容 事業費 所管
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令和３年度3月補正予算について

　

　

　新型コロナウイルス感染症対策などの必要経費を計上したほか、コロナ禍による事業中止や入札差金等の不用額に

ついて減額計上するとともに、財政調整基金やまちづくり整備基金への積立金を計上するものです。

（単位：千円）

全国高等学校総合体育

大会運営事業
　事業の一部中止による負担金の減額 △ 13,362 教育委員会

文化団体補助事業 　丸岡文化財団の運営支援を行い、安定的な施設運営を図る 12,000 教育委員会

中学校施設整備事業
　中学校の特別教室に空調設備を設置し、教育環境の向上を図る

・施設整備費補助金の内示
120,000 教育委員会

ワールドマスターズゲームズ

運営事業
　「ワールドマスターズゲームズ2021関西」延期に伴う負担金の減 △ 2,500 教育委員会

★

小学校管理事業

中学校管理事業

　新型コロナウイルス感染拡大防止のための保健衛生用品等の購入経

費

16,140
教育委員会

6,100

小学校施設整備事業

　令和４年度に予定していた大規模改造工事（明章小Ⅱ期、磯部

小）を、前倒して行い、教育環境の改善を図る

・施設整備費補助金の内示

502,820 教育委員会

道路改良補助事業 　国の補正予算に伴う追加 10,000 建設部

新幹線対策事業 　新幹線建設工事に伴う機能補償道路等整備工事費の確定 △ 58,190 建設部

事業名 事業内容 事業費 所管

沖布目森田線道路改良

事業
　国、県からの交付金の減額決定による減額 △ 42,238 建設部
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令和３年度3月補正予算について

　

　

　新型コロナウイルス感染症対策などの必要経費を計上したほか、コロナ禍による事業中止や入札差金等の不用額に

ついて減額計上するとともに、財政調整基金やまちづくり整備基金への積立金を計上するものです。

●国民健康保険特別会計　補正予算（第２号）

1 補　正　額 （補正後予算額　８２億９１７万７千円）

2 財　源 ○国民健康保険税　△４,６００万円

○国庫支出金　２７６万円 ・災害等臨時特例補助金

○県支出金　２億４,９８４万円 ・特別調整交付金 ほか

○財産収入　４万１千円 ・基金利子

○繰入金　△８,５９１万３千円 ・国民健康保険基金繰入金 ほか

○繰越金　１億５,８６５万９千円

○諸収入　２,９６７万７千円 ・保険給付費等交付金返還金

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２号）

1 補　正　額 （補正後予算額　１１億６,８２２万９千円）

2 財　源 ○後期高齢者医療保険料　４,８１３万２千円

○繰入金　８６万８千円

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）

後期高齢者医療広域連合

納付金
　後期高齢者医療保険料負担金及び保険基盤安定負担金 49,000 生活環境部

国庫負担金等償還金 　令和２年度の補助金、交付金の精算に伴う超過受入額の返還金 53,423 生活環境部

４,９００万円

事業名 事業内容 事業費 所管

普及啓発及び疾病予防

諸経費
　新型コロナウイルス感染症の影響による、保健事業の縮小 △ 4,000 生活環境部

国民健康保険基金積立金
　利子および令和２年度決算の確定による決算剰余金の一部を積立

てる
60,041 生活環境部

一般被保険者高額療養費 　一般被保険者の高額療養費の増加による追加 47,000 生活環境部

特定健康診査等事業費 　国保加入者の特定健康診査受診者の減 △ 10,000 生活環境部

３億５,０４６万４千円

事業名 事業内容 事業費 所管

一般被保険者療養給付費 　一般被保険者の療養給付費の増加による追加 204,000 生活環境部
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