
令和３年度高山市一般会計補正予算（第１２号）、地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）、介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、水道事業会計補正予算（第１号）及び下水道事業会計補正予算（第１号）編成過程

概要
一般会計（歳出） 単位：千円

３年度 １２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 総務行政事務費 総務課 郵便料の増額 2,112,102 8,000 5,000 積算内容を精査 5,000 同左

2.総務費 積立金（寄附金分） 財政課ほか 寄附による積立金 63,665 103,103 103,103 要求どおり 103,103 同左

2.総務費 結婚支援事業費 協働推進課 結婚新生活支援補助金の増額 12,730 2,000 2,000 要求どおり 2,000 同左

2.総務費 ふるさと寄附推進事業費 ブランド戦略課 ふるさと納税の寄附額の増加に伴う関連経費の増額 471,900 568,000 568,000 要求どおり 568,000 同左

3.民生費 福祉灯油購入助成事業費 福祉課
原油価格上昇対策として実施するほかほか燃料費助成事業に
係る経費の増額

0 44,000 44,000 要求どおり 44,000 同左

3.民生費 老人福祉施設管理事業費 高年介護課 原油価格上昇に伴う指定管理委託料の増額 115,214 120 120 要求どおり 120 同左

3.民生費 福祉センター管理事業費 福祉課 原油価格上昇に伴う指定管理委託料の増額 36,898 40 40 要求どおり 40 同左

3.民生費 介護保険事業繰出金 高年介護課 介護保険事業繰出金の増額 1,454,656 3,935 3,935 要求どおり 3,935 同左

4.衛生費
新型コロナウイルスワクチン接種事
業費

健康推進課 新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施に係る経費の増額 722,000 940,546 940,000 積算内容を精査 940,000 同左

4.衛生費 火葬場管理事業費 火葬場建設推進課 原油価格上昇に伴う指定管理委託料の増額 51,580 230 230 要求どおり 230 同左

4.衛生費 ごみ処理施設建設事業費 ごみ処理施設建設推進課
ごみ処理施設建設事業者選定委員会の設置・運営に係る経費
の増額

80,270 151 160 積算内容を精査 160 同左

5.農林水産業費 農業体験施設等管理事業費 農務課 民間団体が実施した国庫補助事業に伴う返還金の増額 32,572 7,948 7,948 要求どおり 7,948 同左

5.農林水産業費 県営土地改良事業費 農務課
県営中山間地域総合整備事業（西高山地区）の実施に伴う負担
金の増額

65,550 450 450 要求どおり 450 同左

7.土木費 下水道事業会計負担金等 下水道課 原油価格上昇に伴う下水道事業会計負担金の増額 1,108,800 7,700 7,700 要求どおり 7,700 同左

6.商工費 観光施設運営事業費 観光課 原油価格上昇に伴う指定管理委託料の増額 282,910 760 760 要求どおり 760 同左

6.商工費 スキー場運営事業費 観光課 原油価格上昇に伴う指定管理委託料の増額 62,910 1,340 1,340 要求どおり 1,340 同左

9.教育費 文化会館管理事業費 生涯学習課 原油価格上昇に伴う指定管理委託料の増額 120,625 170 170 要求どおり 170 同左

9.教育費 図書館管理事業費 生涯学習課 原油価格上昇に伴う指定管理委託料の増額 189,790 80 80 要求どおり 80 同左

9.教育費 生涯学習施設等管理事業費 生涯学習課 原油価格上昇に伴う指定管理委託料の増額 36,180 380 380 要求どおり 380 同左

9.教育費 体育施設管理事業費 スポーツ推進課 原油価格上昇に伴う指定管理委託料の増額 251,563 540 540 要求どおり 540 同左

10.災害復旧費 現年農業施設災害復旧事業費 農務課
令和３年７月及び８月大雨に伴う農地及び農業用施設の災害復
旧費の増額

280,000 197,000 197,000 要求どおり 197,000 同左

10.災害復旧費 現年林業施設災害復旧事業費 林務課 令和３年８月大雨に伴う林業施設の災害復旧費の増額 50,000 93,000 93,000 要求どおり 93,000 同左

10.災害復旧費 現年土木施設災害復旧事業費 維持課 令和３年８月大雨に伴う土木施設の災害復旧費の増額 469,000 285,000 285,000 要求どおり 285,000 同左

合計額（補正予算額） 2,260,956

款 事業名 所管課 事業概要（補正内容） 主な査定内容 主な査定内容



概要
地方卸売市場事業特別会計（歳出） 単位：千円

３年度 １２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 一般管理費 農務課 原油価格上昇に伴う指定管理委託料の増額 28,100 180 180 要求どおり 180 同左

合計額（補正予算額） 180

概要
介護保険事業特別会計（歳出） 単位：千円

３年度 １２月補正 財務部 市長
現計予算 要求額 査定額 査定額

2.保険給付費 高額介護サービス費 高年介護課 高額介護サービス費に係る負担金の増額 156,000 15,039 15,000 積算内容を精査 15,000 同左

4.地域支援事業費 在宅介護支援事業費 高年介護課 介護者慰労金給付費及び家族介護用品等支給事業費の増額 42,100 10,700 10,700 要求どおり 10,700 同左

6.諸支出 介護給付費負担金等返還金 高年介護課 令和２年度介護給付費負担金等の精算に伴う返還金 1 103,485 103,494 積算内容を精査 103,494 同左

合計額（補正予算額） 129,194

概要
水道事業会計（収益的支出） 単位：千円

３年度 １２月補正 財務部 市長
現計予算 要求額 査定額 査定額

1.水道事業費用 配水及び給水費、総係費 上水道課
有収率向上対策として実施する漏水箇所修繕に係る修繕費の
増額
原油価格上昇に伴う指定管理委託料の増額ほか

766,324 8,460 8,460 要求どおり 8,460 同左

合計額（補正予算額） 8,460

水道事業会計（資本的支出） 単位：千円
３年度 １２月補正 財務部 市長
現計予算 要求額 査定額 査定額

1.資本的支出 原水及び浄水施設費 上水道課 宮導水路（若宮隧道）耐震化事業に係る工事請負費の増額ほか 361,802 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
下水道事業会計（収益的支出） 単位：千円

３年度 １２月補正 財務部 市長
現計予算 要求額 査定額 査定額

1.下水道事業費用 処理場費 下水道課 原油価格上昇に伴う燃料費の増額ほか 793,131 7,700 7,700 要求どおり 7,700 同左

合計額（補正予算額） 7,700

款 事業名等 所管課 事業概要（補正内容） 主な査定内容 主な査定内容

款 事業名等 所管課 事業概要（補正内容） 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） 主な査定内容 主な査定内容

款 事業名等 所管課 事業概要（補正内容） 主な査定内容 主な査定内容

款 事業名等 所管課 事業概要（補正内容） 主な査定内容 主な査定内容


