
 

 

 

 

 

令和４年３月１日 

▼タイトル 

 

  令和３年度３月補正予算の概要について 

 

▼概 要 

 

  令和３年度３月補正予算の概要についてお知らせします。 

 

〇令和３年度３月補正予算案 

(1)一般会計（第１２号）           ９６２，８５３千円 

(2)国民健康保険特別会計（第４号）      １８５，８００千円 

(3)後期高齢者医療事業特別会計（第２号）   △１２，２００千円 

(4)介護保険事業特別会計（第４号）     △１０５，０９８千円 

(5)病院事業会計（第４号）           △８，４５４千円 

   

 

                       ※詳細については別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ先 

 ○所   属 ： 総務部 財政課  

 ○担   当 ： 志村 裕市 

 ○電 話 番 号 ： ０７４０（２５）８１１１ 

 ○ファックス ： ０７４０（２５）８１０１ 



１.　歳入歳出補正予算

２.　一般会計補正予算の内訳

【歳入】 【歳出】

市債 39,141

合　　計 962,853

繰入金 △ 807,832 合　　計 962,853

諸収入 △ 7,369

財産収入 6,089 公債費 △ 58,125

寄附金 40,000 諸支出金 638,800

国庫支出金 559,894 消防費 △ 36,912

県支出金 582,228 教育費 460,382

分担金及び負担金 999 商工費 △ 54,258

使用料及び手数料 △ 9,636 土木費 △ 93,451

地方特例交付金 △ 642 労働費 △ 2,016

地方交付税 406,981 農林水産業費 662,629

地方消費税交付金 70,000 民生費 △ 241,628

ゴルフ場利用税交付金 1,000 衛生費 △ 75,395

市税 80,000 議会費 △ 4,027

地方譲与税 2,000 総務費 △ 233,146

（単位：千円） （単位：千円）

 区 　　分 補　正　額 区　 分 補　正　額

△ 3.5

予　算　総　計 57,769,466 1,022,901 58,792,367 60,445,752 △ 1,653,385 △ 2.7

介護老人保健施設事業会計 557,980 0 557,980 578,200 △ 20,220

△ 1.7

病院事業会計 6,329,213 △ 8,454 6,320,759 6,228,834 91,925 1.5

下水道事業会計 4,582,685 0 4,582,685 4,663,300 △ 80,615

△ 1.1

水道事業会計 1,674,908 0 1,674,908 1,808,529 △ 133,621 △ 7.4

事業会計 13,144,786 △ 8,454 13,136,332 13,278,863 △ 142,531

3.2

訪問看護ステーション事業特別会計 108,112 0 108,112 112,729 △ 4,617 △ 4.1

介護保険事業特別会計 5,865,198 △ 105,098 5,760,100 5,583,182 176,918

3.8

後期高齢者医療事業特別会計 686,562 △ 12,200 674,362 666,864 7,498 1.1

国民健康保険特別会計 5,716,461 185,800 5,902,261 5,686,494 215,767

△ 5.4

特別会計 12,376,333 68,502 12,444,835 12,049,269 395,566 3.3

一般会計 32,248,347 962,853 33,211,200 35,117,620 △ 1,906,420

令和３年度３月補正予算の概要

（単位：千円・％）

区　　　　分 補正前の額 補 正 額 補正後の額
前年度3月
補正予算額 比較増減 増 減 率



３.　補正予算の主な事業別内訳

【一般会計】

584,901

5 一般会計 （単位：千円）

中学校大規模改造事業（今津中学校長寿命化改良事業） 補正額

22,730

担当課 　教育指導部　学事施設課

財源内訳 特定財源
国庫支出金

番　号

事業内容

地方債 429,900

事業名称

担当課 　農林水産部　農業政策課

　昭和51年に建築され、老朽化が著しい今津中学校の長寿命化改良工事を実施し教育環境の向上
を図る。
　今津中学校長寿命化改良工事監理業務
　今津中学校長寿命化改良工事

132,271
一般財源

財源内訳 特定財源
県支出金 374,354

一般財源 0

事業名称 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 補正額 374,354

事業内容

　高島地域畜産クラスター計画に基づく畜産農家の施設整備に対する支援を行います。
　　実施経営体：２経営体　　　　　  ＜事業内容＞
　　　事業費　　：835,695千円　　　　①既存牛舎改築　2棟
　　　補助金　　：374,354千円　　　　　 事業費　738,972千円　補助金   335,894千円
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　②肥育牛舎　2棟、飼料倉庫　1棟、堆肥舎　1棟
　　　　                                事業費　 96,723千円　補助金    38,460千円

担当課 　農林水産部　農業政策課

番　号 4 一般会計 （単位：千円）

財源内訳 特定財源
県支出金 749,415

一般財源 0

事業名称 農産物等輸出拡大施設整備事業 補正額 749,415

事業内容

　農業経営体が行う市内産農産物の輸出に必要な産地基幹施設の整備に対する支援を行います。
　　実施主体：１経営体
　　　事業内容：いちご栽培に係る生産技術高度化施設（高度環境制御栽培施設）3棟
　　　補助金　：749,415千円
　　　補助率　：1/2（1経営体当たり20億円上限）

担当課 　健康福祉部　社会福祉課

番　号 3 一般会計 （単位：千円）

財源内訳 特定財源
国庫支出金 150,000

一般財源 0

事業名称 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 補正額 150,000

事業内容

臨時特別給付金の支給対象世帯の増加に伴う増
　支給対象世帯（見込み）　1,500世帯増（4,000世帯⇒5,500世帯）

担当課 　政策部　総合戦略課

番　号 2 一般会計 （単位：千円）

財源内訳 特定財源 一般財源 9,483

（単位：千円）

事業名称 びわ湖高島えんむすび事業 補正額 9,483

事業内容

・ふるさと納税（寄附金）の増に伴う経費（寄附者に対する返礼品）の増　12,000千円
　　寄附金（収入）の増　　40,000千円増（600,000千円⇒640,000千円）
　　返礼品費の増　　　　　12,000千円増
・実績見込によるその他経費の減　△2,517千円

番　号 1 一般会計


