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令和 3年度 2月補正予算（案）の概要 

 

Ⅰ 予算の規模 

 現計予算額 今回補正額 補正後の額 前年同期比 

一 般 会 計 22,938,359 千円 △ 50,201 千円 22,888,158 千円  △ 19.1％ 

特 別 会 計 8,454,802 千円 118,125 千円 8,572,927 千円  0.6％ 

企 業 会 計 8,999,382 千円 △ 70,505 千円 8,928,877 千円 △ 4.1％ 

合 計 40,392,543 千円 △ 2,581 千円 40,389,962 千円 △ 12.5％ 

 
 

Ⅱ 歳出予算の事業                                   
 

【新型コロナウイルス感染症対策関係経費】 (単位：千円)

【新】・新型コロナウイルス感染症対策費 20,000 (総  務)

新型コロナウイルス感染症検査委託及び検査キット購入費用等 
 

 

【新】・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 6,700 (子育て健康)

    当初、基準所得を超過(所得制限)して給付金支給の対象外とされてい 
    た方に対し、市独自で給付 
     対象者：67人(見込数) 
     

 

【新】・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費 774 (子育て健康)

    新型コロナウイルス感染症への対応など、最前線において働く放課後 
    児童クラブ職員の処遇改善のために必要な金額を補助 
     助成額：賃金の3％程度(月額9,000円上限、国10/10) 
     期 間：令和4年 2月～9月分(うち 2月・3月分を予算計上) 
         

 

【新】・保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 2,106 (子育て健康)

    新型コロナウイルス感染症への対応など、最前線において働く私立保 
    育園・認定こども園職員の処遇改善のために必要な金額を補助 
     助成額：賃金の3％程度(月額9,000円上限、国10/10) 
     期 間：令和4年 2月～9月分(うち 2月・3月分を予算計上) 
     

 

【新】・水田農業経営安定支援事業費 15,000 (農林水産)

    令和３年産米の価格下落の影響を大きく受けた主食用米作付農業者に 
    対し、支援金を給付 
     対象者：10アール以上作付けした農業者 
     支援金：10アールあたり1,500円 
         

 

【新】・新型コロナウイルス感染症緊急経営支援事業費 5,980 (漆器商工)

    (伝統工芸技術継承支援事業) 
     学校給食椀等を修繕 （補修、中塗、上塗)又は、加飾(沈金、蒔絵)を 
     施し、新たな製品としての活用を図る 
     (令和 3年度 9月補正のうち当該予算12,400千円の追加分) 
    [繰越明許費：5,980千円] 
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【新】・観光誘客推進特別対策事業費 26,690 (観  光)

    ・ 「わじまに泊まろうキャンペーン」 
    北陸三県に居住する旅行者が市内の対象宿泊施設に宿泊した場合、 
    宿泊料金の50％を助成(上限額：5,000円／泊、3連泊まで) 
 
    ・観光プロモーション業務の前倒し、ビッグデータの分析事業助成等 
 
    [繰越明許費：13,490千円] 
 

 

【新】・日本遺産キリコ祭り継承支援事業費 1,000 (観  光)

キリコ修復費用を助成(補助率2/3、上限50万円) 
[繰越明許費：1,000千円] 

         

 

【新】・衛生環境整備事業費 1,400 (生涯学習)

    公民館における感染症対策に要する備品等購入費  

  

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症対策関係予算総額：48億 5,681 万 9千円※ 
 
令和元年度輪島市一般会計補正予算(第 5号)     594 万円  (令和 2年 3月 27日専決) 
令和 2年度輪島市一般会計補正予算(第 1号) 26 億 3,200 万円  (令和 2年 4月 30日専決) 
令和 2年度輪島市一般会計補正予算(第 2号)  1 億 8,340 万円  (令和 2年 5月 13日議 
 
 
 
 
 
和 2年度輪島市病院事業会計補正予算(第 1号)   4,900 万円 (令和 2年 5月 13日議決) 

【通常事業分】 (単位：千円)

【新】・門前高等学校生徒受入支援費 5,500 (企  画)

部活動の備品等の購入費補助(ふるさと納税を活用) 
 

 

【新】・地域介護・福祉空間整備等事業費補助 37,884 (福  祉)

介護基盤施設等整備費補助金 
[繰越明許費：39,282千円] 
 (内訳：現計予算分1,782千円、今回補正分37,500 千円) 
 

 

【新】・子ども家庭総合支援事業費 1,500 (子育て健康)

支援が必要な子どもの居場所づくりに向けての取組 
[繰越明許費：1,500千円] 
 

 

【新】・ “がんばる輪島”応援推進事業費 34,823 (漆器商工)

ふるさと納税見込額 4億 7,000万円 
特産品配送業務委託料等 

 

○令和 3年度新型コロナウイルス感染症対策関係予算総額：17億 8,914 万 7千円※ 
 
令和 3 年度輪島市一般会計補正予算(第 1 号) 26 億 2,100 万円  (令和 3年 04月 22日専決) 

令和 3 年度輪島市一般会計補正予算(第 2 号) 1億 6,858 万 1千円(令和 3年 06月 29日議決) 

令和 3 年度輪島市一般会計補正予算(第 3 号) 26 億 1,716 万円  (令和 3年 07月 21日専決) 

令和 3 年度輪島市一般会計補正予算(第 4 号) 1億 3,022 万 6千円(令和 3年 09月 16日議決) 

令和 3 年度輪島市一般会計補正予算(第 5 号) 5億 8,200 万円  (令和 3年 11月 44日議決) 

令和 3 年度輪島市一般会計補正予算(第 6 号) 2億 2,465 万円  (令和 3年 11月 24日専決) 

令和 3 年度輪島市一般会計補正予算(第 7 号) 2億 4,120 万 1千円(令和 3年 12月 17日議決) 

令和 3 年度輪島市一般会計補正予算(第 8 号) 6億 3,300 万円  (令和 3年 12月 22日専決) 

令和 3 年度輪島市一般会計補正予算(第 9 号)  △ 2,867 万 1千円(2月補正予算関係分) 

 

 ※事業の実績見込みに伴う減額分を含む 
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【新】・能登・門前ファミリーインビュー・サンセット等管理費 19,000 (観  光)

新型コロナウイルス感染症の影響で、施設利用の休止など感染拡大防
止対策を講じたことによる指定管理料の変更 
 

 

【新】・除排雪費 50,000 (土  木)

   大雪による除排雪費(1/20時点見込)：8,400万円 
今後必要と見込まれる除排雪費5,000万円を追加 
 

 

【新】・道路橋梁整備事業費 12,019 (土  木)

国の補正等によるもの 道路改良工事等 
[繰越明許費：194,917千円] 
 

 

【新】・橋梁長寿命化対策事業費 17,854 (土  木)

事業費確定による増額 上新橋(耐震対策) 
[繰越明許費：83,550千円] 
 

 

【新】・スクールバス購入費 15,154 (教育総務)

スクールバスの入替(三井小学校、門前中学校) 
[繰越明許費：15,154千円] 
 

 

【新】・体育施設整備事業費 27,700 (生涯学習)

門前野球場屋根付きブルペン整備工事、多目的体育館外壁・人工芝改
修工事 
[繰越明許費：27,700千円] 
 

 

【新】・参議院議員補欠選挙費 3,086 (選  管)

参議院議員補欠選挙 
 告示日：令和4年4月 07日(木) 
 執行日：令和4年4月 24日(日) 
  

 

 
 

 
Ⅲ 予算の繰越 

   繰越明許費 642,932 千円(27件) 

    秘書事務費、全国石川県人会連合会輪島大会開催費負担金、財政管理費、高校魅力化プロ

ジェクト事業費、支所出張所改修事業費、オンラインシステム費、地域介護・福祉空間整

備等事業費補助、子ども家庭総合支援事業費、情報収集等業務効率化支援事業費、県営広

域営農団地農道整備事業負担金、県営一般農道整備事業負担金、県営ほ場整備事業負担金、

森林経営管理事業費、漁港改修事業費、新型コロナウイルス感染症緊急経営支援事業費、

観光誘客推進特別対策事業費、日本遺産キリコ祭り継承支援事業費、道路橋梁整備事業費、

道路災害防除事業費、橋梁長寿命化対策事業費、県急傾斜地崩壊対策事業負担金、県単急

傾斜地崩壊対策事業費、消防施設等整備事業費、スクールバス購入費(小学校費及び中学

校費)、伝統的建造物群保存地区保存対策事業費、体育施設整備事業費 

 


