
平成２２年度高山市一般会計補正予算（第８号）、平成２２年度高山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、平成２２年度高山市下水道事業特別会計補正予算（第２号）、
平成２２年度高山市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、平成２２年度高山市介護保険事業特別会計（第２号）編成過程

概要
一般会計

２２年度 ３月補正 財務部 市長
現計予算 要求額 査定額 査定額

2.総務費 積立金（寄附金積立） 財政課 寄附による積立金の増額 11,104 1,959 1,959 1,959 同左

2.総務費 積立金（財政調整基金積立） 財政課 歳入調整による財政調整基金への積立 55,534 1,900,000 1,900,000 1,900,000 同左

2.総務費 積立金（住民生活に光をそそぐ交付金分） 財政課
国の補正予算による地域活性化交付金事業にかかる
基金積立

4,242 25,000 25,000 25,000 同左

3.民生費 生活保護費 福祉課
平成21年度セーフティネット支援対策等事業費補助金
の精算に伴う返還金

1 2,592 2,592 要求どおり 2,592 同左

3.民生費 介護保険事業繰出金 高年介護課 介護保険事業特別会計の補正に伴う一般会計繰出金 1,098,717 2,140 2,200 要求どおり(端数整理) 2,200 同左

5.農林水産業費 農業総合整備事業補助金 農務課
飛騨農業協働組合が実施するトマト集約選果場整備
に対しての助成

40,000 662,215 662,500 要求どおり(端数整理) 662,500 同左

6.商工費 中小企業振興支援事業補助金 商工課
「中小企業福祉・子育て・環境保全推進補助金」の利
用が見込み以上あったことによる増額

800 70,880 70,000 要求どおり(端数整理) 70,000 同左

7.土木費 花岡上岡本線道路改良事業 建設課
ＪＲとの調整が長引いたため事業進捗が遅れたことに
よる減額

200,000 -200,000 -200,000 要求どおり -200,000 同左

7.土木費 道路橋りょう維持修繕費 維持課
切れ目ない景気対策を行うため市道の小規模な修繕
を実施

1,010,000 100,000 100,000 要求どおり 100,000 同左

7.土木費 橋りょう耐震補強事業 建設課
景気対策として補助対象とならない小さな橋りょうの耐
震補強工事を前倒しして行う

133,000 0 0 要求なし 80,000 更なる景気対策のため増額

7.土木費 千島松本線道路改良事業費 建設課 河川横断部分の工法変更による増額補正 42,000 20,000 20,000 要求どおり 20,000 同左

7.土木費 道路新設改良事業費（単独） 建設課
景気対策として道路改良に必要な測量委託を前倒し
する

0 0 0 要求なし 13,000 更なる景気対策のため増額

7.土木費 駅周辺土地区画整理事業費 駅周辺整備課
総合交流センター建設見直しによる継続費の減額補
正

911,300 -600,000 -600,000 要求どおり -600,000 同左

9.教育費 小学校図書整備事業費 学校教育課 地域活性化交付金を活用した学校図書室の図書購入 15,000 4,000 5,000
額を上乗せし購入図書の充実を図
る

5,000 同左

9.教育費 中学校図書整備事業費 学校教育課 地域活性化交付金を活用した学校図書室の図書購入 13,000 3,000 4,000
額を上乗せし購入図書の充実を図
る

4,000 同左

9.教育費 文化会館整備事業費 生涯学習課 市民文化会館駐車場用地の購入 15,000 87,257 87,300 要求どおり(端数整理) 87,300 同左

9.教育費 図書館管理費 生涯学習課
地域活性化交付金を活用した図書館の図書及び備品
購入

165,790 50,000 52,000 額を上乗せし備品等の充実を図る 52,000 同左

10.公債費 地方債元金 財政課 高金利の残債について繰上償還を実施 6,052,325 50,635 50,635 50,635 同左
合計額（補正予算額） 2,276,186

3.民生費 身体障がい者舗装具等扶助費 福祉課 実績見込みによる補正要求 39,000 10,205 0 障がい福祉費の扶助費の中で対
応

0 同左

3.民生費 地域活性化支援事業費 福祉課 実績見込みによる補正要求 52,620 9,109 0 障がい福祉費の扶助費の中で対
応

0 同左

3.民生費 障がい児通園等助成事業費 福祉課 実績見込みによる補正要求 4,000 716 0 障がい福祉費の扶助費の中で対
応

0 同左

3.民生費 母子父子家庭医療費 福祉課 実績見込みによる補正要求 53,000 2,900 0 福祉医療費の中で対応 0 同左

3.民生費 病児保育事業費 子育て支援課 実績見込みによる補正要求 10,150 1,359 0
児童福祉総務費の委託料の中で
対応

0 同左

3.民生費 児童扶養手当給付事業費 子育て支援課 実績見込みによる補正要求 321,090 111 0 尐額のため流用等で対応 0 同左

主な査定内容 主な査定内容款 事業名 所管課 事業概要（補正内容）



概要
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

２２年度 ３月補正 財務部 市長
現計予算 要求額 査定額 査定額

1.総務費 一般管理事務費 市民課
レセプト電子化対応の新システム開発導入にかかる
各保険者分担金の増額

8,923 4,388 4,388 要求どおり 4,388 同左

1.総務費 賦課徴収事務費 市民課 高齢受給者証の再発行にかかる経費の増額 33,850 2,453 2,000 事業費の精査による 2,000 同左
3.後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金医療費拠出金 市民課 拠出金確定による増額 1,147,000 1,760 1,760 要求どおり 1,760 同左

10.諸支出金 療養給付費等負担金返還金 市民課
概算交付額が確定額を上回ったため返還金が発生し
た

1 13,251 13,251 要求どおり 13,251 同左

合計額（補正予算額） 21,399

2.保険給付費 退職被保険者等療養給付費負担金 市民課 実績見込みによる補正要求 288,000 35,000 0 療養諸費の中で対応 0 同左

2.保険給付費 退職被保険者等療養費負担金 市民課 実績見込みによる補正要求 4,000 500 0 療養諸費の中で対応 0 同左

2.保険給付費 退職被保険者等高額療養給付費負担金 市民課 実績見込みによる補正要求 40,000 5,000 0 高額療養給付費の中で対応 0 同左

2.保険給付費 退職被保険者等高額介護合算療養給付費負担金 市民課 実績見込みによる補正要求 100 110 0 高額療養給付費の中で対応 0 同左

8.積立金 財政調整基金積立金 市民課 利息が予定以上となったため積立金の増額要求 8,030 808 0 予備費充用で対応 0 同左

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
２２年度 ３月補正 財務部 市長
現計予算 要求額 査定額 査定額

2.医業費 医薬品衛生材料費 市民課
長期通院患者の増、病診連携の定着による投薬数の
増などによる増額

175,000 15,000 15,000 要求どおり 15,000 同左

合計額（補正予算額） 15,000

概要
下水道事業特別会計

２２年度 ３月補正 財務部 市長
現計予算 要求額 査定額 査定額

1.下水道事業費 管きょ建設事業費 下水道課 起債借入額の確定に伴う事業費補正 213,757 -80,580 -70,000 全体額の精査により査定 -70,000 同左

1.下水道事業費 処理場改造事業費 下水道課 起債借入額の確定に伴う事業費補正 282,200 -63,240 -10,000 全体額の精査により査定 -10,000 同左

1.下水道事業費 特定環境保全管きょ建設事業費 下水道課 起債借入額の確定に伴う事業費補正 243,486 -53,780 -50,000 全体額の精査により査定 -50,000 同左

合計額（補正予算額） -130,000

概要
簡易水道事業特別会計

２２年度 ３月補正 財務部 市長
現計予算 要求額 査定額 査定額

1.簡易水道事業費 簡易水道施設建設事業費 上水道課 起債借入額の確定に伴う事業費補正 160,380 -19,245 -20,000 要求どおり（端数調整） -20,000 同左

合計額（補正予算額） -20,000

1.簡易水道事業費 簡易水道施設建設事業費 上水道課
丹生川多目的ダム建設のＨ22事業費の増工に伴う高
山市の負担金の増額

186,542 1,330 0 流用対応とする 0 同左

概要
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

２２年度 ３月補正 財務部 市長
現計予算 要求額 査定額 査定額

1.総務費 介護認定審査会事務費 高年介護課 介護認定審査件数の伸びによる役務費の増額 24,600 1,400 1,400 要求どおり 1,400 同左

2.保険給付費 高額介護サービス事業費 高年介護課
介護サービス利用者数の伸びによる高額介護サービ
ス費の増

99,600 1,600 1,600 要求どおり 1,600 同左

4.地域支援事業費 在宅寝たきり等介護者慰労金給付費 高年介護課
要介護認定4・5の認定者の増加に伴う在宅介護者慰
労金の増額

50,000 2,700 3,000 要求どおり（端数整理） 3,000 同左

合計額（補正予算額） 6,000

款 事業名
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