令和３年度１２月補正予算の概要について
令和３年１２月２０日可決

令和３年度 酒田市一般会計補正予算（第８号)
(単位：千円)

１

補正予算規模

２

補正後の予算規模

３

補正理由

661,987
61,119,916

・新型コロナウイルスワクチンの３回目接種に要する経費の増額
・事業執行に伴う補正
４

主な補正項目及び補正額
（歳出補正）

・酒田商業高校跡地整備事業

3,080 酒田商業高校跡地を整備するにあたり隣接地を購入するための経費を計上するもの

・飛島情報通信設備管理事業

4,358 令和４年１月に完成予定の飛島情報通信設備（光ファイバ網）を運用するにあたり３月までの保守管理に要する経費を計上するもの

・デジタル変革事業
・コミュニティ（防災）センター改修事業

△ 4,911 決算見込みによる減額
480 旧内郷小学校を内郷地区コミュニティ振興会及び地域住民の活動拠点として整備するための経費を計上するもの

・国際交流推進事業

△ 4,484 新型コロナの影響により唐山市への酒田市代表団の派遣を中止するため減額するもの

・青少年交流推進事業

△ 7,391 新型コロナの影響で中止又はオンラインでの実施となった各交流事業の減額

・社会福祉総務費事業

99,999 酒田大火で市社会福祉協議会に支出した義援金が市に返還されたため社会福祉基金へ積み立てるもの

・出産支援給付事業

31,911 県の事業を活用し県内の平均的な出産費用と出産一時金との差額相当額の一部を支給するもの

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

70,368 3回目接種の実施に必要な体制確保に係る経費の増額

・新型コロナウイルスワクチン接種対策事業
・土地改良負担事業
・森林病害虫等対策事業
・アメリカシロヒトリ駆除対策事業
・新型コロナウイルス関連水産業打撃克服対策事業

217,994 3回目接種に係る経費を計上するもの
90,000 国営土地改良事業の完成に伴う負担金の計上
△ 19,848 松くい虫被害対策にかかる補助事業の決算見込みによる減額
△ 3,537 アメリカシロヒトリの駆除業務委託完了に伴う委託料の減額
9,000 新型コロナで外食産業が影響を受けたことで水産物の価格が下落したため漁業者に対して出荷用資材購入費用の一部を支援するもの

・風力発電事業地域未来創造基金積立金

56,437 風力発電事業特別会計繰入金の増額に伴い基金積立金を増額するもの

・新型コロナウイルス感染症関連経済対策事業

71,445 新型コロナの影響を受けた飲食店等に対する支援経費の計上及び一般酒類小売業者に対する応援金の減額

・観光戦略・インバウンド推進事業
・側溝整備事業
・除雪機械整備事業

△ 29,512 新型コロナの影響により中止等となった各イベントの負担金を減額するもの
1,666 社会資本総合整備交付金を活用した整備事業費の増及び単独事業予算の組替え
△ 11,039 事業費の確定に伴う備品購入費の減額

・みなとオアシス活性化促進施設管理運営事業

3,461 さかた海鮮市場の冷暖房設備を更新するもの

・ＧＩＧＡスクール推進事業

4,261 市内小中学校の特別教室等にＷｉ－Ｆｉ環境を整備するためにアクセスポイントを追加する経費を計上するもの

・修学旅行キャンセル料等補助事業

2,821 新型コロナの影響により中止となった修学旅行のキャンセル料等について保護者へ支援を行うもの

・成人式開催事業

△ 1,180 令和3年成人式を中止し令和4年成人式を延期することによる減額

・体育施設管理事業

5,288 緊急的な施設修繕のための増額及び選挙によりオープンが遅れるスワンスケートリンクに対する営業補償費を計上するもの

・体育施設整備事業

3,310 施設の改修に不足が見込まれるため増額するもの

（歳入補正）
・使用料及び手数料
・国庫支出金

1,790 環境衛生使用料1,790
416,403 新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金210,924、地方創生推進交付金△1,982、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金134,693、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77,266、
感染症予防事業費等補助金2,160、発熱外来診療体制確保支援補助金303、美しい森林づくり基盤整備交付金93、
防災・安全交付金△5,958、最上川堤防除草委託金△1,096

・県支出金

13,145 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金△11、軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金37、
出産支援給付金補助金31,911、地籍調査事業費補助金△5,525、森林病害虫等防除事業補助金△1,125、
市町村総合交付金（森林病害虫被害対策支援事業）1,539、森林施業支援事業費補助金△13,788、
市町村総合交付金（調査員確保対策事業）1、森林環境緊急保全対策事業所有者等確認業務委託金106

159 環境衛生費寄附金159

・寄附金

56,437 風力発電事業特別会計繰入金56,437

・繰入金

100,953 公益財団法人山形県市町村振興協会研修受講助成金△1,027、北区交流事業負担金△100、

・諸収入

地域情報通信用光ケーブル損害賠償金・保険金1,814、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金過年度返還金144、
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金過年度返還金122、酒田市社会福祉協議会返還金100,000

73,100 保健衛生債△1,500、農業債81,000、道路橋りょう債△2,400、保健体育債△4,000

・市債
（継続費補正）
・追加 みなとオアシス活性化促進施設管理運営事業費

金額：

8,651千円

年割額[令和3年度] 3,461千円

[令和4年度] 5,190千円

・追加

金額：

3,808千円

年割額[令和3年度] 1,524千円

[令和4年度] 2,284千円

体育施設整備事業費

（繰越明許費）
・追加 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

金額： 70,368千円

・追加

新型コロナウイルスワクチン接種対策事業

金額：217,994千円

・追加

農業基盤整備事業

金額：

4,378千円

（債務負担行為）＜追加＞
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ8
・市ホームページシステム保守管理業務委託料
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ13
・飛島情報通信基盤保守業務委託料
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ4
・コミュニティ（防災）センター改修工事設計委託料
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ6
・市立保育園給食調理業務委託料
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ4
・琢成学区学童保育所ほか11学童保育所の管理に関する包括協定
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ8
・十坂学区学童保育所の管理に関する包括協定
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ4
・松くい虫防除業務委託料（公園）
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ6
・スマート農業研修センターの管理に関する包括協定
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ4
・松くい虫防除業務委託料（森林）
・悠々の杜温泉施設、悠々の杜直売・食材供給施設及び悠々の杜活性化施設の 〔設定期間:Ｒ3～Ｒ7
管理に関する包括協定
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ6
・学校給食調理業務委託料（若浜小学校ほか４校）
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ4
・教師用教科書・指導書購入費（小学校）
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ4
・教師用教科書・指導書購入費（中学校）
〔設定期間:Ｒ3～Ｒ6
・市民会館舞台等管理運営業務委託料
（地方債補正）
・変更 農林水産事業費

限度額：
8,475千円〕
限度額： 186,860千円〕
限度額： 11,602千円〕
限度額： 36,923千円〕
限度額： 酒田市放課後児童健全育成事業委託要綱に基づく委託料の額〕
限度額： 酒田市放課後児童健全育成事業委託要綱に基づく委託料の額〕
限度額： 23,446千円〕
限度額： 15,387千円〕
限度額： 60,958千円〕
限度額： 19,728千円〕
限度額： 176,070千円〕
限度額：
2,275千円〕
限度額：
3,102千円〕
限度額： 118,140千円〕

[限度額：農林水産事業費

258,400千円

→

変更後

339,400千円]

令和３年度 酒田市介護保険特別会計補正予算（第２号)
(単位：千円)

１

補正予算規模

２

補正後の予算規模

３

補正理由

1,400
13,715,558

・第１号被保険者の介護保険料等の過年度未還付分を増額するもの
４

主な補正項目及び補正額

（歳出補正）
・特定入所者介護サービス給付費

△ 87 特例特定入所者介護サービス給付費との予算の組替及び第１号被保険者保険料還付金との財源の組替を行うもの
87 飛島において当初では見込んでいなかった1名の短期入所サービスの利用者が生じたため特例特定入所者介護サービス給付費を増額するもの

・特例特定入所者介護サービス給付費

1,400 第１号被保険者の介護保険料等の過年度未還付分を増額するもの

・第１号被保険者保険料還付金
（歳入補正）
・国庫支出金

0 財源調整（介護給付費国庫負担金現年度分△13+13、調整交付金△6+6）

・県支出金

0 財源調整（介護給付費県負担金現年度分△15+15）
1,400 介護給付費準備基金繰入金1,400

・繰入金

令和３年度 酒田市風力発電事業特別会計補正予算（第１号)
(単位：千円)

１

補正予算規模

233,739

２

補正後の予算規模

562,239

３

補正理由
・消費税及び地方消費税還付金の確定及び売電収入の増による
基金への積立
・売電収入の増及び損害保険料加入に係る請差による一般会計
繰出金の増額

４

主な補正項目及び補正額

（歳出補正）
・風力発電施設管理事業

△ 4,030 火災保険料加入の入札請差等による減額

・風力発電施設整備事業

△ 2,280 緑化工事完成に伴う入札請差による減額

・風力発電施設管理基金積立金
・公債費利子
・一般会計繰出金

183,381 令和2年度決算における消費税及び地方消費税還付金の確定及び売電収入の上振れ等による増額
231 利子確定による増額
56,437 売電収入の上振れ及び損害保険料の加入に係る入札請差による増額

（歳入補正）
・事業収入

106,796 売電収入

・雑入

126,943 消費税還付金及び地方消費税還付金

令和３年度 酒田市駐車場事業特別会計補正予算（第２号)
(単位：千円)

１

補正予算規模

２

補正後の予算規模

３

補正理由

90,620
117,427

・市営駐車場改修工事費を計上等するもの
４

主な補正項目及び補正額

（歳出補正）
・駐車場改修事業

90,620 市営駐車場改修工事を実施するための経費を計上するもの

（歳入補正）
・繰入金

90,620 市営駐車場改修事業のために駐車場整備基金から繰入するもの

（継続費）
・追加 駐車場改修事業

金額：

226,550千円

年割額[令和3年度] 90,620千円

[令和4年度] 135,930千円

