令和３年度３月補正予算の概要について
令和4年2月28日可決

議第１号

令和３年度 酒田市一般会計補正予算（第12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

850,445
64,832,254

・決算見込みによる補正
・事業執行に伴う補正
・国の補正に伴う補正
４

主な補正項目及び補正額
（歳出補正）

・基金管理事業
・駅周辺整備事業
・酒田商業高校跡地整備事業

1,523,239 基金積立金の確定に伴う増額
12,869 入札請け差等決算見込みによる減額及び再開発事業清算見込みによる公共施設管理者負担金の増額
△ 170,529 決算見込みによる減額

・飛島地区ポケットパーク整備事業

△ 25,097 整備計画の変更による減額

・飛島海の拠点整備事業

△ 16,000 入札請け差による減額

・生涯活躍のまち構想推進事業

9,201 決算見込みによる減額及び寄附金を庄内自然エネルギー発電基金に積み立てるもの

・戸籍住民基本台帳事業

1,521 決算見込みによる減額及び住民基本台帳法の一部改正によるシステム改修委託料の増額

・社会福祉総務費事業

△ 3,349 福祉バス・日赤バスの運行実績による減額及び今年度受付した寄附金を社会福祉基金へ積み立てることによる増額

・障がい児通所支援事業

18,645 決算見込みによる扶助費等の増額及び令和２年度分国庫負担金の額の確定による償還金の計上

・障がい福祉サービス給付事業

55,349 決算見込みによる扶助費の増額及び令和２年度分国庫負担金の額の確定による償還金の計上

・自立支援医療給付事業

9,565 決算見込みによる役務費及び扶助費の増額

・やさしいまちづくり除雪援助事業

5,878 除雪回数の増加見込みに伴い除雪協力員への報償金を増額するもの

・児童福祉総務管理事業

21,667 決算見込みによる減額及び令和２年度分国庫補助金等の額の確定による償還金の増額

・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

△ 52,303 決算見込みによる減額

・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

△ 4,812 決算見込みによる減額

・母子福祉管理事業
・保育所等入所扶助事業
・病児・病後児保育事業
・生活保護総務管理事業
・地方独立行政法人病院事業運営費負担事業

17,511 令和２年度分国庫補助金等の額の確定による償還金の増額
△ 158,381 決算見込みによる扶助費等の減額及び令和２年度分県補助金の額の確定による償還金の計上
2,414 決算見込みによる増額
17,996 令和２年度国庫負担金等の額の確定による償還金の計上
△ 41,427 決算見込みによる減額

・斎場管理運営事業
・酒田地区広域行政組合分賦金（衛生分）

1,659 燃料単価の高騰等に伴い施設管理費を増額するもの
△ 68,642 広域行政組合の２月補正に伴う清掃費分担金及び清掃費建設負担金の減額

・農業関連施設管理運営事業

8,050 決算見込みによる減額及び新型コロナの影響に伴う指定管理委託料の増額

・担い手確保・経営強化支援事業

9,670 国の補正による意欲的な取り組みで農業経営の発展を図る担い手農業者に農業機械や施設の導入支援を行うもの

・機構集積協力金交付事業

5,603 農地中間管理機構を通した農地集積において見込みを上回る貸借があったことに伴う経営転換協力金の増額等

・土地改良施設維持管理事業

1,014 農道除雪費の増額等

・土地改良負担事業
・多面的機能支払事業
・中小企業融資資金貸付事業
・新型コロナウイルス感染症関連経済対策事業
・観光物産施設管理運営事業
・観光戦略・インバウンド推進事業

175,861 国の補正予算による県営土地改良事業負担金の増額及び事業精査による県営基幹水利施設管理事業負担金の増額
△ 51,619 決算見込みによる組織への交付金減額等
△ 109,000 決算見込みによる減額
△ 27,023 中小企業緊急災害等対策利子補給金及び保証料補給金等の執行見込みによる減額等
35,529 灯油代高騰による委託料の増額等及び新型コロナの影響に伴い施設の安定運営を図るため指定管理者へ減収補填を行うもの
△ 40,121 決算見込み及びイベントの中止・縮小による観光戦略推進協議会負担金の減額

・舗装改修事業

74,000 国の補正予算による交付金対象事業費の増額

・橋りょう延命化事業

10,630 砂越跨線人道橋整備に係るＪＲへの負担金を増額するもの

・除雪事業
・克雪支援事業
・ＧＩＧＡスクール推進事業
・学校等における感染症対策等支援事業

145,000 ２月４日からの寒波により今後の除雪経費の不足が見込まれるため増額するもの
10,000 除雪経費と連動して不足が見込まれる自主除雪事業に対する補助金を増額するもの
△ 14,137 決算見込みによる減額
18,970 新型コロナの流行が長期化する中で児童生徒が安心して学ぶことができる環境を国の補正予算を活用して整備するもの

・小学校給食事業

3,998 決算見込みによる減額及び燃料の高騰等による燃料費の増額

・共同調理場管理運営事業

1,039 燃料の高騰等による増額

・土門拳記念館管理事業

5,061 新型コロナの影響に伴い施設の安定運営を図るため指定管理者へ減収補填を行うもの

・酒田コミュニケーションポート（仮称）整備事業
・体育施設管理事業
・公債費元金

△ 172,482 決算見込みによる減額
4,194 決算見込みによる減額及び新型コロナの影響に伴い施設の安定運営を図るため指定管理者へ減収補填を行うもの
504,000 繰上償還の実施に伴う増額

（歳入補正）
・市税

387,190 市民税310,060、固定資産税60,680、軽自動車税△1,880、市たばこ税18,930、入湯税300、都市計画税△900

・地方譲与税

21,278 地方揮発油譲与税2,900、自動車重量譲与税11,000、森林環境譲与税178、特別とん譲与税6,500、航空機燃料譲与税700

・法人事業税交付金

29,000

・地方消費税交付金

63,200

・ゴルフ場利用税交付金
・環境性能割交付金
・地方特例交付金

200
△ 5,200
45,884 地方特例交付金△1,855、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金47,739

・地方交付税
・分担金及び負担金

1,304,119
10,260 県営土地改良事業受益者分担金7,600、総務管理費負担金△131、一時保育入所負担金1,068、延長保育入所負担金353、病児・病後児保育入所負担金160
休日等保育利用者負担金46、児童発達支援センター通所委託負担金1,164

・使用料及び手数料

△ 35,106 コミュニティ防災センター使用料△4,000診療所使用料△14,000、看護専門学校使用料△1,880、出羽遊心館使用料△1,000
中央公民館、清亀園使用料△4,500、市民会館使用料△2,889、戸籍謄抄本交付手数料△1,800、住民票写し等交付手数料△1,200

・国庫支出金

ほか

△ 44,236 障がい者自立支援給付費負担金20,174、障がい者医療費負担金4,781、児童扶養手当負担金△6,886、児童手当費負担金△15,016
保険基盤安定負担金（保険者支援分）4,764、個人番号カード交付事務費補助金△5,000、都市構造再編集中支援事業補助金△9,848
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金126,950、社会保障・税番号制度システム整備費補助金6,930、地域生活支援事業費補助金△12,013
子どものための教育・保育給付交付金△114,279、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△52,303
地方創生推進交付金△33,770、防災・安全交付金37,000、道路メンテナンス事業補助金5,845、社会資本整備総合交付金3,011
学校保健特別対策事業費補助金9,477
ほか

・県支出金

△ 212,012 障がい者自立支援給付費負担金10,087、子どものための教育・保育給付費負担金△56,689、保険基盤安定制度負担金（保険税軽減分）13,040
保険基盤安定拠出金5,723、重度心身障がい（児）者医療費補助金△11,855、地域生活支援事業費等補助金△6,004
保育対策等促進事業費補助金6,036、放課後児童健全育成事業費等補助金△10,888、畜産経営競争力強化支援事業費補助金△61,414
園芸大国やまがた産地育成支援事業費補助金△18,107、強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金△7,876
農地集積・集約化対策事業費補助金（機構集積協力金交付事業）5,603、担い手確保・経営強化支援事業費補助金9,670
多面的機能支払事業交付金△38,714、森林施業支援事業費補助金4,396、中小企業緊急災害等対策利子補給補助金△6,758
ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金△3,948、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金△25,671

・財産収入
・寄附金
・繰入金

ほか

300,192 行政財産土地貸付収入△1,510、行政財産建物貸付収入△1,984、利子及び配当金2,387、土地売払収入280,222、生産物売払収入20,544
21,447 総務管理費寄附金4,251、総務管理費寄付金10,000、企業版ふるさと納税寄附金5,999、社会福祉費寄附金899

ほか

ほか

△ 160,646 東北公益文科大学生定住促進基金繰入金△614、公益活動支援基金繰入金△1,040、社会福祉基金繰入金△983、農林水産振興基金繰入金△1,729
森林経営管理推進基金繰入金△6,432、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金繰入金△142,338、さかた応援基金繰入金△10,055

・諸収入

4,375 中小企業融資資金貸付金元利収入△109,000、公営企業退職手当負担金50,663、市有物件災害共済会共済金等9,016
日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金△7,425、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金過年度精算金42,296
子どものための教育・保育給付交付金過年度精算金9,344、子どものための教育・保育給付費県費負担金過年度精算金4,408
過年度医療扶助費等国庫負担金11,218
ほか

・市債

△ 879,500 総務管理債△112,900、合併特例事業債△153,100、農業債152,800、林業債△26,800、道路橋りょう債38,900、港湾債△13,100
生涯学習債△225,200、臨時財政対策債△522,400

（繰越明許費補正）＜追加＞
・庁舎等維持管理事業

金額： 4,428千円

・駅周辺整備事業

金額： 1,413,800千円

・イントラネット設備等整備事業

金額： 20,770千円

・戸籍住民基本台帳事業

金額： 6,930千円

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業

金額： 1,224,181千円

・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

金額： 50,405千円

・担い手確保・経営強化支援事業

金額： 9,670千円

・畜産飼料生産基盤農地耕作条件改善事業

金額： 68,000千円

・舗装改修事業

金額： 76,933千円

・橋りょう延命化事業

金額： 48,585千円

・道路橋りょう新設改良事業

金額： 16,269千円

・防災対策強化事業

金額： 5,313千円

・学校等における感染症対策等支援事業

金額： 18,970千円

ほか

ほか

・生涯学習施設管理運営事業

金額： 1,065千円

・市民会館施設管理事業

金額： 1,265千円

・酒田コミュニケーションポート（仮称）整備事業

金額： 460,357千円

（債務負担行為補正）＜追加＞
・賃借型立地企業定着促進助成金

〔設定期間:Ｒ3～Ｒ6

限度額：

5,210千円〕

・会場運営委託料

〔設定期間:Ｒ3～Ｒ4

限度額：

29,539千円〕

（地方債補正）＜変更＞
・農林水産業事業費

[限度額：339,400千円

→

変更後

465,300千円]

・土木費

[限度額：535,100千円

→

変更後

549,000千円]

議第２号

令和３年度 酒田市定期航路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

△ 22,491
285,066

・決算見込みによる補正
４

補正項目及び補正額

（歳出補正）
・職員給与費
・定期船運航事業

△ 4,070 決算見込みによる減額
△ 14,298 決算見込みによる減額

・誘客宣伝・利用促進事業

△ 2,313 決算見込みによる減額

・船舶検査事業

△ 1,458 決算見込みによる減額

・酒田港クルーズ開催事業

△ 352 決算見込みによる減額

（歳入補正）
・事業収入

12,328 決算見込みによる増額 （乗客運賃9,300千円 貨物運賃3,028千円）
260 国庫補助金の増額

・国庫支出金

△ 34,298 決算見込みによる一般会計繰入金の減額

・繰入金

△ 781 決算見込みによる減額

・諸収入

議第３号

令和３年度 酒田市国民健康保険特別会計補正予算（第３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
・決算見込みによる補正

446,762
10,671,771

４

主な補正項目及び補正額

（歳出補正）
・一般管理費

△ 14,136 決算見込みによる減額

・一般被保険者療養給付費
・一般被保険者療養費
・一般被保険者高額療養費
・出産育児一時金
・特定健康診査等事業費

244,000 決算見込みによる増額
△ 2,630 決算見込みによる減額
52,400 決算見込みによる増額
△ 2,520 決算見込みによる減額
2,848 決算見込みによる増額
168,038 令和２年度分県交付金の額の確定による償還金の増額

・償還金
（歳入補正）
・国庫支出金

4,643 災害臨時特例補助金4,313、社会保障・税番号制度システム整備費等補助金330
301,147 保険給付費等交付金（普通交付金）△298,270、保険給付費等交付金（特別交付金）2,877

・県支出金

730 国民健康保険財政調整基金利子収入

・財産収入

143,940 一般会計繰入金59,949、保険基盤安定制度繰入金26,914、国民健康保険財政調整基金繰入金57,077

・繰入金

△ 3,698 一般被保険者第三者納付金△5,000、雑入1,302

・諸収入

議第４号

令和３年度 酒田市後期高齢者医療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

18,083
1,394,497

・決算見込みによる補正
４

補正項目及び補正額

（歳出補正）
・保険料徴収事業
・山形県後期高齢者医療広域連合負担金

23 決算見込みによる増額
18,060 決算見込みによる増額

（歳入補正）
・保険料

9,430 現年度分特別徴収保険料△13,090、現年度分普通徴収保険料20,230、滞納繰越分普通徴収保険料2,290

・繰入金

3,548 事務費等繰入金△4,082、保険基盤安定繰入金7,630

・諸収入

5,105 雑入

議第５号

令和３年度 酒田市介護保険特別会計補正予算（第３号)
(単位：千円)

１

補正予算規模

△ 323,230

２

補正後の予算規模

13,392,328

３

補正理由
・決算見込みによる補正

４

主な補正項目及び補正額
（歳出補正）

・居宅介護サービス給付費

△ 153,100 決算見込みによる減額及び財源組替

・地域密着型介護サービス給付費

△ 141,200 決算見込みによる減額

・施設介護サービス給付費

△ 30,800 決算見込みによる減額

・介護予防サービス給付費

6,000 決算見込みによる増額

・地域密着型介護予防サービス給付費

8,000 決算見込みによる増額

・介護予防サービス計画給付費

4,000 決算見込みによる増額

・一般介護予防事業

△ 8,717 決算見込みによる減額

・成年後見制度利用支援事業

△ 2,520 決算見込みによる減額

（歳入補正）
・国庫支出金

△ 105,404 介護給付費国庫負担金（現年度分）△59,520、調整交付金（現年度分）△44,374、地域支援事業交付金（現年度分）△4,327
保険者機能強化推進交付金189、介護保険保険者努力支援交付金763、介護保険事業費国庫補助金1,831、介護保険災害臨時特例補助金34

・支払基金交付金

△ 85,578 介護給付費交付金（現年度分）△82,431、地域支援事業支援交付金（現年度分）△3,147

・県支出金

△ 42,158 介護給付費県負担金（現年度分）△39,703、地域支援事業交付金（現年度分）△2,455
310 介護給付費準備基金利子収入

・財産収入

△ 90,400 介護給付費繰入金（現年度分）△38,163、介護給付費準備基金繰入金△49,447

・繰入金

議第６号

令和３年度 酒田市駐車場事業特別会計補正予算（第３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

△ 1,690
115,737

・決算見込みによる補正
４

補正項目及び補正額

（歳出補正）
・駐車場管理運営事業
・駐車場整備基金積立金

△ 1,067 決算見込みによる減額
△ 623 決算見込みによる減額

（歳入補正）
・事業収入
・財産収入

△ 1,725 中央地下駐車場使用料△960、中町にぎわい健康プラザ駐車場使用料△765
35 基金利子収入

ほか

