
＜【議案第21号】令和３年度横手市一般会計補正予算（第１２号）の概要＞ （単位：千円）

１１款　地方交付税 651,651 ２款　総務費 △ 201,540

○普通交付税 651,651 ○財産管理費（増田地域） 4,400

旧増田町と増田町婦人会間で交わした部分林委託契約

１３款　分担金及び負担金 △ 23,960 に基づく収益分収金を交付するための補正。

○保育所入所児童保護者負担金 △ 13,612 ○地籍調査事業 △ 719

○帰国者・接触者外来保険診療保険者負担金 △ 8,220 事業の決算見込み及び国の補正予算に伴う補正。

【繰越明許費設定】

１４款　使用料及び手数料 △ 2,304 ○個人番号カード等交付事務費 △ 8,392

事業の決算見込み及び国の補正予算に伴う住民基本台

１５款　国庫支出金 △ 317,935 帳システム改修費の補正。

○障害者自立支援給付費負担金 5,032 【繰越明許費設定】

○子どものための教育・保育給付費国庫負担金 △ 80,125

○児童手当交付金 △ 23,310 ３款　民生費 △ 493,954

○個人番号カード交付事業費補助金 △ 12,968 ※ 公立保育所の保育士等及び公立の放課後児童クラブに

○新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 おける放課後児童支援員や補助員の賃金面での処遇改

△ 114,100 善を行うための補正。

○保育士等処遇改善臨時特例交付金 2,942

○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 ４款　衛生費 △ 197,954

9,600 ○緊急医療対策事業 9,600

新型コロナウイルスワクチンの３回目接種前倒し及び

１６款　県支出金 △ 221,449 小児接種体制の確保に係る経費の補正。


○国保基盤安定負担金 3,263

○子どものための教育・保育給付費県負担金 △ 40,968 ６款　農林水産業費 △ 18,723

○灯油購入費緊急助成事業費補助金 14,000 ○農業経営支援事業 30,528

○福祉医療費補助金 △ 42,297 事業の決算見込みによる減額補正のほか、国の補正予

○農業夢プラン応援事業費補助金 △ 42,068 算を活用し、人・農地プランに位置付けられた中心経

○強い農業・担い手づくり総合支援交付金 △ 41,663 営体等が行う機械・施設の整備に対し、補助を行うた

○担い手確保・経営強化支援事業費補助金 82,688 めの補正。

○低コスト技術等導入支援事業費補助金 5,211 【繰越明許費設定】

○収穫間伐事業補助金 △ 13,318 ○農業生産基盤整備事業 114,457

県営事業の実績見込みによる県営事業負担金の減額補

１７款　財産収入 △ 5,250 正のほか、国の補正予算による県営事業の前倒しに伴

○素材売払収入 △ 9,650 う県営事業負担金の増額補正。

○分収林分収金 4,400 【繰越明許費設定】
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１８款　寄附金 600 ○かんがい排水事業 36,934

○土木費寄附金 500 県営事業の実績見込みによる県営事業負担金の減額補

○地方創生応援寄附金 100 正のほか、国の補正予算による県営事業の前倒しに伴

う県営事業負担金の増額補正。

１９款　繰入金 △ 1,071,288 【繰越明許費設定】

○国民健康保険特別会計繰入金 △ 21,385 ○ため池整備事業 28,540

○財政調整基金繰入金 △ 1,049,903 県営事業の実績見込みによる県営事業負担金の減額補

正のほか、国の補正予算による県営事業の前倒しに伴

２１款　諸収入 6,177 う県営事業負担金の増額補正。

○職員住宅利用料 △ 2,150 【繰越明許費設定】

○財産等利用収入 △ 1,212

○横手J－クレジット売上金 3,300 ８款　土木費 △ 178,151

○他団体負担分収入 △ 700 ○急傾斜地崩壊対策事業 4,000

○芸術鑑賞行事参加者負担金 △ 51 国の補正予算による県営の急傾斜地崩壊対策事業（愛

○在宅福祉事業収入 960 宕地区）の増工に伴う県営事業負担金の増額補正。

○過年度収入 6,930 【繰越明許費設定】

○経営継承・発展等支援事業補助金 △ 500

１０款　教育費 △ 80,684

２２款　市債 △ 226,242 ○小中学校ＩＴ環境管理経費 9,560

○過疎対策事業債 △ 14,000 国の補正予算を活用し、指導者用端末を購入するため

○公共施設等適正管理推進事業債 △ 26,600 の補正。

○災害援護資金貸付事業債 △ 500 【繰越明許費設定】

○公共事業等債 56,100

○一般補助施設整備事業債 11,400 １３款　諸支出金 39,900

○防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 59,500 ○森林環境基金積立金 3,000

○緊急自然災害防止対策事業債 55,800 森林環境譲与税及び当該譲与税充当事業費の決算見込

○合併特例債 △ 10,100 みに伴い残額を基金に積み立てをするための増額補正。

○公営住宅建設事業債 △ 28,400

○臨時財政対策債 △ 329,442

その他

その他、決算見込みによる事業費の減額補正など。

△ 1,210,000 △ 1,210,000

57,121,700 57,121,700

計

補正後予算額

計

補正後予算額

歳　入 歳　出
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＜【議案第22号】令和３年度横手市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の概要＞ （単位：千円）

３款　国庫支出金 414 ９款　諸支出金 △ 21,294

○災害臨時特例補助金 311 ○一般会計繰出金 △ 21,385

○社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 103 特定健康診査事業の実績見込みによる減額補正。

○直営診療施設勘定繰出金 91

４款　県支出金 92 国保直営診療施設大森病院への健康管理事業分の繰出金の

○特別調整交付金（市町村分） 92 増額補正。

６款　繰入金 9,591 １０款　予備費 40,591

○保険税軽減分繰入金 5,179 ○予備費 40,591

○保険者支援分繰入金 △ 2,484 歳入歳出の均衡を図るための減額補正。

○出産育児一時金繰入金 △ 5,600

○財政安定化支援事業繰入金 13,296 その他

○事務費繰入金 △ 800 その他、決算見込みによる事業費の減額補正など。

10,097 10,097

9,806,197 9,806,197

歳　入 歳　出

計 計

補正後予算額 補正後予算額
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＜【議案第23号】令和３年度横手市介護保険特別会計補正予算（第３号）の概要＞ （単位：千円）

１款　介護保険料 42,681 １款　総務費 △ 18,100

○現年度分特別徴収保険料 40,628 ○人件費 △ 1,000

○現年度分普通徴収保険料 2,053 決算見込みによる減額補正。

○介護保険事業計画評価事業 △ 4,600

３款　国庫支出金 △ 3,465 事業費の確定に伴う減額補正。

○現年度分介護給付費負担金 △ 4,372 ○介護認定審査会経費 △ 2,500

○現年度分特別調整交付金 72 申請件数の減少及び審査会開催回数の減による減額補正。

○現年度分 582 ○認定調査費 △ 10,000

（地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）） 申請件数の減少による減額補正。

○現年度分総合事業調整交付金 145 ２款　保険給付費 歳出組替

○現年度介護保険災害時臨時特例補助金 108 ○居宅介護サービス給付費 △ 129,800

居宅介護サービス実績見込みによる負担金の減額補正。

４款　支払基金交付金 786 ○施設介護サービス給付費 60,000

○現年度分（地域支援事業費交付金） 786 施設入所者の増加に伴う給付費の増額補正。

○介護予防サービス給付費 3,300

５款　県支出金 4,736 要支援者の総合事業等の実績見込みによる増額補正。

○現年度分介護給付費負担金 4,372 ○介護予防サービス計画給付費 3,000

○現年度分 364 要支援者の総合事業等の実績見込みによる増額補正。

（地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）） ○高額介護サービス等費 12,500

実績見込みの精査による増額補正。

８款　繰入金 △ 20,653 ○特定入所者介護サービス費 51,000

○現年度分 364 実績見込みの精査による増額補正。

（地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業））

○その他一般会計繰入金 △ 21,017 ３款　基金積立金 52,185

○介護保険給付準備基金積立金 52,185

収支決算見込み及び財源調整による積立金の増額補正。

４款　地域支援事業費 歳出組替

○訪問型サービス △ 3,500

実績見込みの精査による減額補正。

○介護予防ケアマネジメント事業 3,500

実績見込みの精査による増額補正。

５款　保健福祉事業費 △ 10,000

○介護用品支給券支給事業 △ 10,000

介護用品支給券支給実績見込みによる減額補正。

24,085 24,085

13,111,663 13,111,663

歳　入 歳　出

計 計

補正後予算額 補正後予算額
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＜【議案第24号】令和３年度横手市市営介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）の概要＞ （単位：千円）

１款　サービス収入 △ 3,200 １款　総務費

○施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿園） ○特別養護老人ホーム白寿園費 △ 1,800

△ 1,100 決算見込みによる減額補正。

○施設介護サービス費収入（介護老人保健施設老健おおもり） ○介護老人保健施設老健おおもり費 4,756

△ 2,100 市立大森病院が行った中央監視装置更新事業に係る老健棟負

担分に係る経費等の補正。

４款　繰入金 4,856

○一般会計繰入金（介護老人保健施設老健おおもり）

4,856 その他

人件費決算見込みによる減額補正。

７款　市債 △ 1,900

○特別養護老人ホーム白寿園整備事業 △ 1,800

○介護老人保健施設老健おおもり整備事業債 △ 100

△ 244 △ 244

1,309,456 1,309,456

＜【議案第25号】令和３年度横手市財産区特別会計補正予算（第１号）の概要＞ （単位：千円）

８款　里見財産区事業収入 △ 8,568 ８款　里見財産区事業費 △ 8,568

○県支出金（造林事業補助金） △ 7,952 ○財産管理費 △ 11,302

○財産収入（立木売払収入） △ 239 決算見込みによる減額補正。

○基金繰入金（財政調整基金繰入金） △ 377 ○財政調整基金費 2,734

収穫間伐事業における立木売払収入の確定に伴う基金積立金

の増額補正。

△ 8,568 △ 8,568

34,332 34,332

歳　入 歳　出

計 計

補正後予算額 補正後予算額

歳　入 歳　出

計 計

補正後予算額 補正後予算額
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＜【議案第26号】令和３年度横手市病院事業会計補正予算（第４号）の概要＞ （単位：千円）

収益的収入 収益的支出

１款　市立横手病院事業収益 △ 2,374 １款　市立横手病院事業費用 △ 2,374

○医業外収益 △ 2,374 ○医業費用 △ 2,374

他会計負担金 △ 3,642 経費（委託料） △ 18,896

長期前受金戻入 1,268 ・決算見込みによる減額補正。

減価償却費（器械備品減価償却費） 1,396

・決算見込みによる増額補正。

資産減耗費（固定資産除却費） 15,126

・決算見込みによる増額補正。

２款　市立大森病院事業収益 △ 19,032 ２款　市立大森病院事業費用 △ 19,032

○医業外収益 △ 19,032 ○医業費用 △ 19,032

他会計負担金 △ 19,032 材料費（薬品費・診療材料費） △ 20,500

・決算見込みによる減額補正。

経費（燃料費） 3,000

・決算見込みによる増額補正。

研究研修費（研究旅費） △ 1,532

・決算見込みによる減額補正。

8,247,147 8,247,147

資本的収入 資本的支出

１款　市立横手病院資本的収入 △ 800 １款　市立横手病院資本的支出 △ 17,585

○企業債 △ 800 ○建設改良費 △ 16,985

・医療機器整備事業 1,400 ・市立横手病院改修および設備更新事業の決算見込みによる

・医療施設整備事業 △ 2,200 　減額補正。【継続費補正】

○看護師等奨学金貸付金 △ 600

・奨学金貸付対象者の減に伴う減額補正。

２款　市立大森病院資本的収入 △ 12,312 ２款　市立大森病院資本的支出 △ 8,000

○他会計出資金 6,423 ○建設改良費 △ 8,000

○企業債 △ 20,000 ・決算見込みによる減額補正。

・医療機器整備事業 △ 9,200

・医療施設整備事業 △ 10,800

○国県補助金 1,265

・新型コロナウイルス等患者入院医療機関開設整備費補助金

1,103,687 1,515,044

収　入 支　出

補正後予算額（収益的収入） 補正後予算額（収益的支出）

補正後予算額（資本的収入） 補正後予算額（資本的支出）
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＜【議案第27号】令和３年度横手市水道事業会計補正予算（第２号）の概要＞ （単位：千円）

収益的収入 収益的支出

１款　水道事業収益 27,417 １款　水道事業費用 △ 8,257

○営業収益 27,353 ○営業費用 △ 3,009

水道料金等の決算見込みによる。 対象固定資産確定による減価償却費等の増額補正ほか

○営業外収益 64 　 決算見込みによる経費補正。

決算見込み及び繰出基準額確定見込等による。 ○営業外費用 △ 5,248

企業債償還利子確定による利息の減額補正。

2,016,717 1,978,643

資本的収入 資本的支出

１款　資本的収入 9,302 １款　資本的支出 △ 26,054

※決算見込み及び繰出基準額確定見込による ○建設改良費 △ 24,384

○出資金 △ 545 決算見込みによる工事請負費、器具及び備品購入費等の減額

○国庫補助金 6,894 補正。

○補償金 2,953 ○企業債償還金 △ 1,670

償還元金確定による償還金の減額補正。

821,400 1,805,446

収　入 支　出

補正後予算額（収益的収入） 補正後予算額（収益的支出）

補正後予算額（資本的収入） 補正後予算額（資本的支出）
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＜【議案第28号】下水道事業会計補正予算（第３号）の概要＞ （単位：千円）

収益的収入 収益的支出

１款　公共下水道事業収益 18,146 １款　公共下水道事業費用 △ 5,027

○営業収益 23,458 ○営業費用 2,479

下水道使用料等の決算見込みによる。 決算見込みによる。

○営業外収益 △ 5,312 ○営業外費用 △ 7,506

決算見込み及び繰出基準額確定見込による。 　 企業債償還利子確定による利息の減額補正。

２款　集落排水事業収益 7,846 ２款　集落排水事業費用 △ 1,291

○営業収益 3,375 ○営業費用 1,194

集落排水施設使用料等の決算見込みによる。 決算見込みによる。

○営業外収益 4,471 ○営業外費用 △ 2,485

決算見込み及び繰出基準額確定見込による。 企業債償還利子確定による利息の減額補正。

2,099,992 2,043,655

資本的収入 資本的支出

１款　公共下水道事業資本的収入 15,525 １款　公共下水道事業資本的支出 10,324

決算見込み及び繰出基準額確定見込による。 ○建設改良費 12,675

○企業債 13,500 流域下水道事業負担金の増額による補正。

○出資金 △ 532 ○企業債償還金 △ 2,351

○受益者負担金等 2,557 償還元金確定による償還金の減額補正。

２款　集落排水事業資本的収入 △ 604 ２款　集落排水事業資本的支出 △ 1,503

決算見込み及び繰出基準額確定見込による。 ○企業債償還金 △ 1,503

○出資金 △ 625 償還元金確定による償還金の減額補正。

○受益者負担金等 21

1,676,675 2,396,221補正後予算額（資本的収入） 補正後予算額（資本的支出）

収　入 支　出

補正後予算額（収益的収入） 補正後予算額（収益的支出）
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