令和３年度

第２回

東海村村長定例記者会見資料
日時：令和3年9月28日（火）
午前10時30分 から 11時30分まで
場所：東海村役場 庁舎3階 庁議室
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第４回「東海村“自分ごと化”会議」の開催について
東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所等の見学（視察）について
東海村では，
“原発問題”をテーマに話し合う，第４回「東海村“自分ごと化”会議」の開催及び同
会議参加者による福島第一原子力発電所等の見学（視察）を予定しています。
（令和 3 年 9 月 17 日
（金）プレスリリース済み）

１．第４回「東海村“自分ごと化”会議」
（1）日時
令和３年１０月９日（土）
・午後２時～５時（時間延長の場合あり）
（2）場所
「東海村産業・情報プラザ」
（アイヴィル）／多目的ホール
那珂郡東海村舟石川駅東三丁目１番１号
（3）内容（調整中，変更の場合あり）
① 「みんなで考える，東海第二発電所が立地していることによる地域の課題は何だろう？」
② 「私にとって，東海第二発電所そのものが抱える課題は何だろう？」
（4）取材に際しての留意事項
① 会議は，終始公開での開催とし，傍聴席を設けます。
② 取材に際しては，当日，受付名簿に報道機関名・御氏名等を記入願います（事前申し込み
不要）。なお，会場都合・会議運営上，取材場所は，傍聴席周辺に限らせていただきます。
③ 感染症対策として，受け付け時に検温と体調の確認を行います（発熱・体調不良等の症状
がある場合の取材は，御遠慮ください）
。なお，取材時は，マスクの着用や手洗い，小まめ
な消毒等への御協力をお願いします。

２．東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所等の見学（視察）
（1） 日時
令和３年１０月３日（日）
・午後０時３０分～４時１０分（時間延長の場合あり）
（2） 見学（視察）先
① 東京電力廃炉資料館
福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央３７８
② 東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所
福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原２２
（3） 見学（視察）者
① “自分ごと化”会議参加者のうち，希望された方１７人
② 引率／本村職員（村民生活部 防災原子力安全課）等
（4） その他
① 取材に際しては，事前の申し込みを先着順で受け付けていましたが，所定の期限を過ぎた
ため，締め切りました。
［ お問い合わせ ］
東海村 村民生活部 防災原子力安全課
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村三丁目 7 番 1 号
TEL.029-282-1711（内線 1520・1524）
FAX.029-270-4418
E-mail・bousai@vill.tokai.ibaraki.jp
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令和 3 年 9 月 28 日(火)
教育委員会 生涯学習課
電話：029-287-0851

東海村記者発表資料
生涯学習課

秋のイベントのご案内

生涯学習課では，芸術文化，文化財保護・活用，スポーツ，青少年育成において，様々
な学習・体験の機会の提供に取り組んでおり，特に，子どもたちに対する体験活動に力
を入れております。秋のイベントについて，次のとおりお知らせいたします。
なお，コロナウイルス感染防止対策を十分に取りながら事業を実施してまいりますが，
状況により中止や延期となる場合があります。

１．歴史と未来の交流館
●とうかいまるごと博物館
歴史と未来の交流館を拠点に東海村全域を博物館と見立てて，村内の歴史や自然を体
感する取り組みを展開しています。秋は「収穫祭」をテーマに交流館展示室１ではかつて村
内で使用されていた稲刈りの道具やサケ漁の木造船などを展示しています。また，収穫祭を
テーマとしたイベントも行います。

【民具を使ってみよう！

脱穀体験】

○期日：10 月 10 日（日） 14 時～15 時

場所： 歴史と未来の交流館 屋外広場

○主催：生涯学習課
【秋の木の実を楽しもう！親子でドングリ拾い】
○期日：10 月 16 日（土），10 月 23 日（土）10 時～11 時 30 分

場所：後日通知

○主催：生涯学習課
【紅葉する樹木を観察しよう！博物館長講座】
○期日：11 月 6 日（土） 9 時 30 分～11 時 場所：村内（交流館集合）
○主催：生涯学習課
【交流館開館講演会

Vol.1「彫刻家

山崎

猛と東海村」】

○期日：11 月 7 日（日） 午後 1 時 30 分～3 時
○場所：交流館

〇講師：北沢 努

●とうかい子どもキャンパス
小中学生を対象とした科学実験や野外活動，工作など多岐にわたる体験プログラム
を歴史と未来の交流館を中心に，開催いたします。
10 月，11 月の体験プログラムでは，小学生だけでなく，5 歳から小学校低学年を対象
とした親子で参加できる「親子理科教室」を開催します。
【東海村高校生会ものづくり教室 in 歴史と未来の交流館】
高校生会のみんなと一緒にバルーンアートを作ってみよう！
○日時： 11 月 3 日（日） ①午前 10 時～②午前 11 時～ ③午後 1 時～
【交流館ミニ実験ショー】
身近なものや物質を使って，おもしろ実験ショーを行います。
○日時：11 月 21 日（日）
①午前 10 時～ ②午前 11 時～ ③午後 1 時 30 分～④午後 2 時 30 分～
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令和 3 年 9 月 28 日(火)
教育委員会 生涯学習課
電話：029-287-0851

東海村記者発表資料
●第３８回東海やったん祭

青少年育成団体による「子どもたちのための手づくりのお祭り」です。
今年度はこれまでの「やったん祭」とは形を変えて，7 月 24 日に開館した歴史と未来
の交流館の屋外交流広場を会場に，1 日 1～２団体がイベントを実施する分散型で開
催いたします。（参加団体数により日数変更の可能性あり）
○日時：11 月 27 日（土），28 日（日），12 月 4 日（土），5 日（日）

午前 10 時～12 時

○場所：歴史と未来の交流館（屋外広場）

２．文化・芸術
●東海村文化祭２０２１
今年で 49 回目を迎える村民の芸術文化の祭典として，展示部門（書道，絵画，写真，
陶芸，児童生徒作品等），催事部門（将棋大会，人形劇），芸能部門（ダンス，バレエ，
音楽コンサート等）が行われます。今年度は新型コロナウイルス感染対策として屋外ステ
ージ発表，飲食・野菜販売，バザーは実施しません。また，感染拡大の状況により内容
等が変更となる場合があります。
○期日：10 月 29 日（金），30 日（土），31 日（日），11 月 2 日（火），3 日（水祝）
※10 月 29 日，11 月 2 日は夜間のみ
○場所：総合体育館（展示・催事部門），文化センター（芸能部門）ほか
○主催：文化祭実行委員会

●第９回

※小中学校音楽祭は中止

東海村子ども芸術祭

村内の子どもたちに文化芸術活動の発表の機会を提供するとともに，優れた作品を鑑賞
することで興味・関心の向上を図っています。今年度は作品展示（絵画・書道）とステージ発
表（ダンス，合唱，伝統芸能等）を実施します。新型コロナウイルス感染拡大の状況により内
容等が変更となる場合があります。
○期日： 12 月 5 日（日）
○場所：東海文化センター
○主催：東海村文化協会
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令和 3 年 9 月 28 日(火)
教育委員会 生涯学習課（歴史と未来の交流館） 川崎 彰利
電話：029-287-0851 FAX：029-287-7060

東海村記者発表資料
１ 概

要
「東海村スポーツ推進計画」の基本理
念 「スポーツを通して人がつながり，まち
が元気になる」 を達成するため，“小さ
いお子さんから高齢の方まで，全ての世
代が運動に親しむきっかけづくり”の場の
提供を目的とした，東海村初の住民総参

加型スポーツイベントを開催します。
２ 日時等
（1） 日
時
（2） 場
所
（3） 対
象
（4） 参 加 費
（5） 参加方法

令和 3 年 11 月 23 日（火・祝） 9:00～16：30
東海村総合体育館，東海南中学校グラウンド・体育館
村内在住・在勤・在学の方
無料
予約優先や当日先着の種目があります。タイムスケジュールや参加方法等
の詳細は，別紙のイベントチラシを御覧ください。
（6） そ の 他 国，県及び本村のガイドラインに従い，新型コロナウイルス感染症対策を
実施した上で開催します。

３ イベント内容
（1） ３世代体力測定会～ご存知ですか，あなたの体力（フィジカル）～
① 成年（20～64 歳） →➊上体起し➋長座体前屈❸握力❹反復横とび❺立ち幅とび❻２0ｍシャトルラン
② 高齢者（65 歳～） →➊上体起し➋長座体前屈❸握力❹開眼片足立ち❺10m 障害物歩行❻6 分間歩行
☆注目ポイント☆
 スポーツ庁：「体力・運動能力調査」をイベント化して開催

 測定結果の経年データ管理により，スポーツへのモチベーションの維持・向上を図る
（2） スポーツ体験ブース

※プログラム詳細は別紙のイベントチラシを御覧ください。

☆注目ポイント
 協賛事業所（水戸ホーリーホック，大塚製薬，水戸ヤクルト）特設ブースによる
スペシャルプログラム

 各ブースにおいて，専門講師によるスポーツ体験・健康セミナーを無料で開催
（3） イモゾーリレー全国大会
☆注目ポイント

イモゾーリレーは，村スポーツ推進委員協議会が開発した，本村の特産品である
「ほしいも」をテーマにした完全オリジナルのニュースポーツです。

 小さいお子さんから高齢の方まで，誰でも楽しく参加でき，運動能力だけでなく，チーム
ワークや運が必要な新感覚ニュースポーツ

 イモゾーファミリーがクッション（バトン）になって 7 人全員集合
上記のほか，SC スマイル TOKAI「ダンスステージ」や，イモゾーファミリーグッズ物販
ブース，飲食ブース・キッチンカーなど， 「スポフェス」 は親子 3 世代がスポーツを通し
て 1 日楽しめる「スポーツ・健康づくりの祭典」です。
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令和３年第３回東海村議会定例会提出議案概要
令和３年９月２７日
議案番号
議
案
名
報告第 15 号 令和２年度東海村一般会
計継続費精算報告につい
て
報告第 16 号 令和２年度健全化判断比
率の報告について

説
明
令和２年度東海村一般会計継続費精算報告は，庁舎空調設備改修工事 外５件
の事業において，継続年度が終了しましたので，地方自治法施行令第１４５条
第２項の規定により，議会に報告するものであります。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により，令和
２年度の健全化判断比率について，監査委員の意見を付けて議会に報告するも
のであります。
令和２年度決算をもとに健全化判断比率を算定したところ，いずれの指標に
ついても早期健全化基準を下回っております。
報告第 17 号 令和２年度資金不足比率
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により，令
の報告について
和２年度の資金不足比率について，監査委員の意見を付けて議会に報告するも
のであります。
公営企業を含む特別会計における資金不足比率については，令和２年度決算
で資金不足を生じた特別会計はありません。
報告第 18 号 令和２年度公益財団法人
公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団から令和２年度の決算等の報告
東海村文化・スポーツ振興 がありましたので，地方自治法第２４３条の３第２項の規定により，議会に報
財団決算等の報告につい 告するものであります。
て
１ 財産目録
（１）資産合計
１８４，７１１，６５５円
（２）負債合計
６７，７８９，２８８円
（３）正味財産
１１６，９２２，３６７円
２ 事業報告
（１）令和２年度文化自主事業報告
『第４回東海村ピアノマラソンコンサート』 外３件
（２）令和２年度ギャラリー自主事業報告
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承認第 6 号

専決処分の承認を求める
ことについて

議案第 48 号 東海村家庭的保育事業等
の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部
を改正する条例の制定に
ついて
議案第 49 号 令和３年度東海村一般会
計補正予算（第４号）

『三大学選抜展出品作家のその後 漢字とかな 吉澤太雅×中村裕美子』
外４件
（３）令和２年度スポーツ事業報告
チャレンジスクール「剣道の部」 外２件
令和３年度東海村介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について専決処
分をしましたので，地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を
求めるものであります。
（保険事業勘定）
予算総額に歳入歳出それぞれ１３，７６５千円を追加し，予算総額を
２，７６８，４６８千円とするものであります。
補正の内容につきましては，社会保険診療報酬支払基金過年度分の返還ため
に必要な予算措置を講じたものであります。
１ 歳入
繰越金
１３，７６５千円
２ 歳出
諸支出金
１３，７６５千円
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令及び障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害
福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改正する
省令の施行に伴い，家庭的保育事業者等が作成する記録等を書面に代えて電磁
的記録により行うことができることとするほか，所要の改正を行うため，条例
の一部を改正するものであります。
予算総額に歳入歳出それぞれ６６５，３７５千円を追加し，予算総額を
１９，８２０，９５４千円とするものであります。
補正の主な内容につきましては，新型コロナウイルス感染症対策に係る経費
等のほか，令和２年度実質収支の確定に伴い，必要な予算措置を講じるもので
あります。
１ 歳入
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（１）村税
１３７，３０３千円
（２）国庫支出金
３５，２８１千円
（３）県支出金
△１，２５３千円
（４）繰入金
３２，５１４千円
（５）繰越金
４６１，５３０千円
２ 歳出
（１）議会費
△６０３千円
（２）総務費
２４，１２１千円
（３）民生費
１１，３５１千円
（４）衛生費
３８，４７７千円
（５）農林水産業費
２，２９４千円
（６）商工費
１８，１８１千円
（７）土木費
△１６，５７９千円
（８）消防費
△１６９千円
（９）教育費
８，８４２千円
（10）諸支出金
５７９，４６０千円
議案第 50 号 令和３年度東海村国民健
予算総額に歳入歳出それぞれ１１６，２２０千円を追加し，予算総額を
康保険事業特別会計補正 ３，１７２，４８９千円とするものであります。
補正の内容につきましては，令和２年度精算として国保支払準備金への積立
予算（第１号）
を行うほか，令和２年度実質収支の確定に伴い，必要な予算措置を講じるもの
であります。
１

議案第 51 号 令和３年度東海村後期高

歳入
繰越金
１１６，２２０千円
２ 歳出
（１）基金積立金
１０８，６３６千円
（２）諸支出金
７，５８４千円
予算総額に歳入歳出それぞれ２，８６６千円を追加し，予算総額を
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齢者医療特別会計補正予
算（第１号）

５４４，２７７千円とするものであります。
補正の内容につきましては，令和２年度実質収支の確定に伴い，必要な予算
措置を講じるものであります。
１ 歳入
繰越金
２，８６６千円
２ 歳出
諸支出金
２，８６６千円
議案第 52 号 令和３年度東海村介護保 （保険事業勘定）
険事業特別会計補正予算
予算総額に歳入歳出それぞれ１５１，５４６千円を追加し，予算総額を
（第２号）
２，９２０，０１４千円とするものであります。
補正の主な内容につきましては，令和２年度精算として介護給付費準備基金
への積立を行うほか，令和２年度実質収支の確定に伴い，必要な予算措置を講
じるものであります。
１ 歳入
（１）国庫支出金
４１，９６４千円
（２）県支出金
３１，９３０千円
（３）繰入金
１２，０９５千円
（４）繰越金
６５，５５７千円
２ 歳出
（１）総務費
１，０１６千円
（２）基金積立金
１３８，１１０千円
（３）諸支出金
１２，４２０千円
（介護サービス事業勘定）
予算総額に歳入歳出それぞれ９６３千円を追加し，予算総額を
５，３８７千円とするものであります。
補正の内容につきましては，令和２年度実質収支の確定に伴い，必要な予算
措置を講じるものであります。
１ 歳入
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議案第 53 号 令和３年度水戸・勝田都市
計画事業東海駅西土地区
画整理事業特別会計補正
予算（第１号）

議案第 54 号 令和３年度水戸・勝田都市
計画事業東海駅東土地区
画整理事業特別会計補正
予算（第１号）

繰越金
９６３千円
２ 歳出
諸支出金
９６３千円
予算総額に歳入歳出それぞれ１６，４９５千円を追加し，予算総額を
９６，８０４千円とするものであります。
補正の主な内容につきましては，令和２年度実質収支の確定に伴い，必要な
予算措置を講じるものであります。
１ 歳入
（１）繰入金
８５３千円
（２）繰越金
１５，６４２千円
２ 歳出
（１）区画整理事業費
８５３千円
（２）諸支出金
１５，６４２千円
予算総額に歳入歳出それぞれ５，４６３千円を追加し，予算総額を
２２，５９３千円とするものであります。
補正の内容につきましては，令和２年度実質収支の確定に伴い，必要な予算
措置を講じるものであります。
１

歳入
繰越金
５，４６３千円
２ 歳出
諸支出金
５，４６３千円
議案第 55 号 令和３年度水戸・勝田都市
予算総額に歳入歳出それぞれ７４，９１６千円を追加し，予算総額を
計画事業東海中央土地区 ９０８，９０７千円とするものであります。
画整理事業特別会計補正
補正の主な内容につきましては，区画整理事業の進捗を図るために必要な予
予算（第１号）
算措置を講じるものであります。
１ 歳入
（１）繰入金
△５，７７２千円
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議案第 56 号 令和２年度東海村水道事
業会計利益の処分につい
て

議案第 57 号 令和２年度東海村下水道
事業会計利益の処分につ
いて

議案第 58 号 財産取得の変更について
（阿漕ヶ浦公園整備事業
用地）

議案第 59 号 字の区域及び名称の変更
について

認定第 1 号

令和２年度東海村一般会

（２）繰越金
８０，６８８千円
２ 歳出
（１）区画整理事業費
７４，９１７千円
（２）諸支出金
△１千円
地方公営企業法第３２条第２項の規定により，令和２年度剰余金処分計算書
のとおり，利益の処分について議決を求めるものであります。
（剰余金の処分）
年度末残高
４３８，１０７，１８１円
処分額
３３１，７１６，６７９円
処分後残高
１０６，３９０，５０２円
地方公営企業法第３２条第２項の規定により，令和２年度剰余金処分計算書
のとおり，利益の処分について議決を求めるものであります。
（剰余金の処分）
年度末残高
１，５７０，０８０円
処分額
１，５７０，０８０円
処分後残高
０円
阿漕ヶ浦公園整備事業用地の取得については，令和３年第１回定例会で議決
をいただいております。この度，駐車場及びアクセス道路として用地取得が整
ったため，変更するものであります。
１ 買収総面積中「４，４２０.２２平方メートル」を「５，３７３.２２平方メ
ートル」に改める。
２ 買収価格中「２７，６５４，０００円」を「３２，６１０，０００円」に
改める。
水戸・勝田都市計画事業東海駅西土地区画整理事業の換地処分に伴い，大字
舟石川及び大字船場の一部を舟石川駅西一丁目，舟石川駅西二丁目，舟石川駅
西三丁目及び舟石川駅西四丁目に変更するため，地方自治法第２６０条第１項
の規定により，議会の議決を求めるものであります。
・歳入総額
２４，９６６，８９４，４２０円
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認定第 2 号

認定第 3 号

認定第 4 号

認定第 5 号

認定第 6 号

計歳入歳出決算の認定に ・歳出総額
２４，２００，７５２，８６１円
ついて
・差引額
７６６，１４１，５５９円
・翌年度繰越財源
１０４，６１１，５００円
・実質収支額
６６１，５３０，０５９円
令和２年度東海村国民健 ・歳入総額
２，９５２，２７７，５９７円
康保険事業特別会計歳入 ・歳出総額
２，８３６，０５６，６３１円
歳出決算の認定について
・差引額
１１６，２２０，９６６円
・実質収支額
１１６，２２０，９６６円
令和２年度東海村後期高 ・歳入総額
５３２，９８８，２１７円
齢者医療特別会計歳入歳 ・歳出総額
５３０，１２１，３０４円
出決算の認定について
・差引額
２，８６６，９１３円
・実質収支額
２，８６６，９１３円
令和２年度東海村介護保 （保険事業勘定）
険事業特別会計歳入歳出 ・歳入総額
２，６８７，５５８，２２６円
決算の認定について
・歳出総額
２，６０８，２３５，６９８円
・差引額
７９，３２２，５２８円
・実質収支額
７９，３２２，５２８円
（介護サービス事業勘定）
・歳入総額
４，６４０，８９３円
・歳出総額
３，６７７，５１３円
・差引額
９６３，３８０円
・実質収支額
９６３，３８０円
令和２年度水戸・勝田都市 ・歳入総額
１０７，６１５，６７７円
４１，１０９，６０８円
計画事業東海駅西土地区 ・歳出総額
画整理事業特別会計歳入 ・差引額
６６，５０６，０６９円
歳出決算の認定について
・翌年度繰越財源
５０，８６４，０００円
・実質収支額
１５，６４２，０６９円
令和２年度水戸・勝田都市 ・歳入総額
３７，５７９，９２９円
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認定第 7 号

認定第 8 号

認定第 9 号

計画事業東海駅東土地区
画整理事業特別会計歳入
歳出決算の認定について
令和２年度水戸・勝田都市
計画事業東海駅西第二土
地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算の認定につ
いて
令和２年度水戸・勝田都市
計画事業東海中央土地区
画整理事業特別会計歳入
歳出決算の認定について
令和２年度東海村水道事
業会計歳入歳出決算の認
定について

認定第 10 号 令和２年度東海村病院事
業会計歳入歳出決算の認
定について

認定第 11 号 令和２年度東海村下水道
事業会計歳入歳出決算の
認定について

・歳出総額
・差引額
・実質収支額
・歳入総額
・歳出総額
・差引額
・実質収支額
・歳入総額
・歳出総額
・差引額
・翌年度繰越財源
・実質収支額
１・収益的収入
・収益的支出
・収益的収支
２・資本的収入
・資本的支出
・資本的収支
１・収益的収入
・収益的支出
・収益的収支
２・資本的収入
・資本的支出
・資本的収支
１・収益的収入
・収益的支出
・収益的収支

３２，１１６，３３５円
５，４６３，５９４円
５，４６３，５９４円
１６，２５６，５８５円
１６，２５６，５８５円
０円
０円
９０９，３２４，６９４円
６９７，７１８，９１４円
２１１，６０５，７８０円
１３０，９１６，０００円
８０，６８９，７８０円
８３９，１８０，５８７円
７４４，７８４，９０７円
９４，３９５，６８０円
８８，２７３，０００円
４７７，３２６，１８４円
△３８９，０５３，１８４円
３０７，４０７，６９７円
３０８，０３６，５５５円
△６２８，８５８円
４７，５９５，０００円
１２１，９７８，５６８円
△７４，３８３，５６８円
１，１９０，９３４，８４４円
１，１７６，０５８，１４７円
１４，８７６，６９７円
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※

２・資本的収入
８１４，１４５，７２９円
・資本的支出
１，１２１，５６９，５２６円
・資本的収支
△３０７，４２３，７９７円
法律関係 ・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）
・地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）
・地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）
・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（令和 3 年厚生労働省令第 52 号）
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の
人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和 3 年厚生労働省令第 55 号）
・地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）
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議案第 49 号～議案 55 号関係

令和３年第３回東海村議会定例会 補正予算案参考資料
１. 一般会計補正予算（議案第 49 号 令和 3 年度一般会計補正予算第 4 号）
（１）一般会計歳入歳出予算款別総括表
（単位：千円）
歳入
名

称

村税

補正前

歳出
補正額

補正後

名

称

補正前

補正額

補正後

11,625,122

137,303

11,762,425

議会費

202,534

△ 603

201,931

1,206,434

0

1,206,434

総務費

2,880,797

24,121

2,904,918

地方交付税

2,000

0

2,000

民生費

5,975,249

11,351

5,986,600

交通安全対策特別交付金

4,810

0

4,810

衛生費

2,328,144

38,477

2,366,621

分担金及び負担金

108,388

0

108,388

農林水産業費

399,106

2,294

401,400

使用料及び手数料

154,037

0

154,037

商工費

409,506

18,181

427,687

国庫支出金

3,622,551

35,281

3,657,832

土木費

2,513,584

△ 16,579

2,497,005

県支出金

1,112,901

△ 1,253

1,111,648

消防費

693,834

△ 169

693,665

財産収入

36,765

0

36,765

教育費

2,619,997

8,842

2,628,839

災害復旧費

地方譲与税，交付金等

寄附金

81,001

0

81,001

5

0

5

繰入金

565,971

32,514

598,485

公債費

439,790

0

439,790

繰越金

200,000

461,530

661,530

諸支出金

643,033

579,460

1,222,493

諸収入

177,299

0

177,299

予備費

50,000

0

50,000

村債

258,300

0

258,300

19,155,579

665,375

19,820,954

19,155,579

665,375

19,820,954

合計

（２）一般会計歳入予算の主な内訳

合計

※ページは議案書のページ

○村税【137,303 千円】
・個人村民税（137,303 千円） P58
個人村民税所得割の増加が見込まれるため増額補正する。
○国庫支出金【35,281 千円】
・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（11,761 千円） P58
予防接種対象年齢が 16 歳以上から 12 歳以上に拡大されたこと及び時間外・休日接種にかかる加
算金支払に対し，交付額の増加が見込まれるため増額補正する。
・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（11,229 千円） P58
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を対象とした交付金の内示があったため増額補
正する。
・子ども・子育て支援交付金（4,605 千円） P58
民間保育施設による実施事業の変更及び追加に伴い増額補正する。
・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（1,069 千円） P58
予防接種対象年齢が 16 歳以上から 12 歳以上に拡大されたことに伴い接種体制の確保について交
付金が見込まれるため増額補正する。
・学校保健特別対策事業費補助金（5,200 千円） P58
学校保健特別対策事業費補助金が交付決定されたため増額補正する。
・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（139 千円） P58
補助金の対象となる試掘調査が増加する見込みのため増額補正する。
・消防団設備整備費補助金（200 千円） P59
令和３年度消防団設備整備費補助金が交付決定されたため増額補正する。
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○県支出金【△1,253 千円】
・子ども・子育て支援交付金（592 千円） P59
民間保育施設による実施事業の変更及び追加に伴い増額補正する。
○繰入金【32,514 千円】
・介護保険事業特別会計繰入金（961 千円） P60
・後期高齢者医療特別会計繰入金（2,866 千円） P60
・東海駅西土地区画整理事業特別会計繰入金（15,642 千円） P60
・東海駅東土地区画整理事業特別会計繰入金（5,463 千円） P60
・東海中央土地区画整理事業特別会計繰入金（△１千円） P60
・国民健康保険事業特別会計繰入金（7,583 千円） P60
各会計の実質収支の額が確定し繰入金の額が決定したため増額補正する。なお,中央区画整理事業
特別会計繰入金については, 事業の再調整が生じたため減額補正する。
○繰越金【461,530 千円】
・前年度繰越金（461,530 千円） P60

（３）一般会計歳出予算の主な内訳

※ページは議案書のページ

○総務費【24,121 千円】
・人事・研修諸費（1,452 千円） P62
地方公務員法の一部改正に伴い,令和 5 年度から運用開始となる地方公務員の定年延長制度につ
いて,制度の円滑な導入に向けた関係例規を整備するため増額補正する。
令和 3 年度,令和 4 年度の 2 箇年の継続費（総額 2,618 千円）を設定する。
・コミュニティセンター維持管理事業（3,471 千円） P63
石神コミュニティセンターの駐車場用地について，すでに取得した用地に係る敷地借上料を減額
補正するとともに,新たに追加の用地を取得するため，駐車場用地購入費を増額補正する。
○民生費【11,351 千円】
・民間学童クラブ運営費補助事業（8,395 千円） P66
障がい児の受け入れや児童数の変更，新型コロナウイルス感染症対策に伴い事業内容に追加（ICT
化推進事業）が生じること等により不足額が生じるため増額補正する。
・公立保育所運営管理事業（2,405 千円） P66
人材派遣会社からの保育士派遣に伴う手数料として増額補正する。
○衛生費【38,477 千円】
・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（12,830 千円） P67
対象年齢が当初予定されていた 16 歳以上から 12 歳以上に拡大されたこと及び時間外・休日接種
にかかる加算金が支払われるため増額補正する。
〇農林水産業費【2,294 千円】
・転作奨励補助事業（5,358 千円） P69
食生活の変化に伴う需要減や新型コロナウイルス感染症の流行による外食産業の消費縮小に伴い
米価の下落が想定されたことから,飼料用米などへの転作を促したことで,転作面積が増加したた
め増額補正する。
〇商工費【18,181 千円】
・新型コロナウイルス感染症対策事業（25,000 千円） P70
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い，村内の中小企業に対し引き続き支援を継続するため感
染症予防対策支援補助金を増額補正する。
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〇土木費【△16,579 千円】
〇消防費【△169 千円】
・消防団用施設整備管理事業（△169 千円） P72
消防団器具置場を新たに設置したことから減額補正する。
〇教育費【8,842 千円】
・小学校施設整備事業（4,946 千円） P73
消防・防火設備点検において修繕が必要となったため増額補正する。
・白方小学校運営管理事業（141 千円） P73
・照沼小学校運営管理事業（215 千円） P73
・中丸小学校運営管理事業（196 千円） P73
・舟石川小学校運営管理事業（87 千円） P74
新型コロナウイルス感染症対策に必要な保健衛生用品等の購入費用を増額補正する。
・舟石川小学校給食運営管理事業（3,547 千円） P74
調理器具(スチームコンベクションオーブン)の故障に伴い同等製品を購入するため増額補正する。
・中学校施設整備事業（4,880 千円） P74
消防・防火設備点検において修繕が必要となったため増額補正する。
・預かり保育事業（654 千円） P75
私立幼稚園の預かり保育事業が長時間実施されることに伴い加算額が必要となるため増額補正す
る。
・歴史と未来の交流館管理運営事業（4,106 千円） P76
電気料及び電信料の不足が見込まれることから増額補正する。
・文化センター施設管理事業（2,083 千円） P76
文化センターの受変電設備一式の改修工事を行うため増額補正する。
〇諸支出金【579,460 千円】
・財政調整基金積立事業（579,460 千円） P77
歳計剰余金法定積立金の金額が確定したこと及び歳入歳出調整のため増額補正する。

２. 国民健康保険事業特別会計補正予算
（議案第 50 号 令和 3 年度国民健康保険事業特別会計補正第 1 号）

（１）国民健康保険事業特別会計総括表
（単位：千円）
補正前の額
国民健康保険事業特別会計

3,056,269

（２）国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の主な内訳

補正額

補正後の額

116,220
※ページは議案書のページ

【歳入】

・前年度繰越金（116,220 千円） P85
【歳出】

・国保基金積立金事業（108,636 千円） P86
・一般会計繰出金事業（7,584 千円） P86
前年度繰越金確定に伴い，国保支払準備金及び一般会計繰出金を増額補正する。
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3,172,489

３. 後期高齢者医療特別会計補正予算
（議案第 51 号 令和 3 年度後期高齢者医療特別会計補正第 1 号）

（１）後期高齢者医療特別会計総括表
（単位：千円）
補正前の額
後期高齢者医療特別会計

補正額

541,411

（２）後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の主な内訳

補正後の額

2,866

544,277

※ページは議案書のページ

【歳入】

・前年度繰越金（2,866 千円） P94
【歳出】

・一般会計繰出事業（2,866 千円） P95
実質収支の確定に伴い前年度繰越金及び一般会計繰出金を増額補正する。

４. 介護保険事業特別会計補正予算（議案第 52 号 令和 3 年度介護保険事業特別会計補正第 2 号）
（１）介護保険事業特別会計総括表
（単位：千円）
補正前の額
介護保険事業特別会計

保健事業勘定

補正額

補正後の額

2,768,468

151,546

2,920,014

4,424

963

5,387

介護サービス勘定

（２）介護保険事業特別会計歳入歳出予算の主な内訳

※ページは議案書のページ

保険事業勘定【151,546 千円】
【歳入】

・前年度繰越金（65,557 千円） P106
【歳出】

・介護給付費準備基金積立事業（138,110 千円） P107
・償還金事業（12,420 千円） P107
サービス事業勘定【963 千円】
【歳入】

・前年度繰越金（963 千円） P111
【歳出】

・一般会計繰出金事業（963 千円） P112
実質収支の確定に伴い前年度繰越金及び一般会計繰出金を増額補正する。

５. 東海駅西土地区画整理事業特別会計補正予算
（議案第 53 号 令和 3 年度東海駅西土地区画整理事業特別会計補正第 1 号）

（１）東海駅西土地区画整理事業特別会計総括表
（単位：千円）
補正前
東海駅西土地区画整理事業特別会計

80,309
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補正額
16,495

補正後
96,804

（２）東海駅西土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算の主な内訳※ページは議案書のページ
【歳入】

・一般会計繰入金（853 千円） P120
・前年度繰越金（15,642 千円） P120
【歳出】

・一般会計繰出金事業（15,642 千円） P121
実質収支の確定に伴い，前年度繰越金及び一般会計繰出金を増額補正する。

６. 東海駅東土地区画整理事業特別会計補正予算
（議案第 54 号 令和 3 年度東海駅東土地区画整理事業特別会計補正第 1 号）

（１）東海駅東土地区画整理事業特別会計総括表
（単位：千円）
補正前の額
東海駅東土地区画整理事業特別会計

補正額

17,130

5,463

補正後の額
22,593

（２）東海駅東土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算の主な内訳※ページは議案書のページ
【歳入】

・前年度繰越金（5,463 千円） P130
【歳出】

・一般会計繰出金事業（5,463 千円） P130
実質収支の確定に伴い，前年度繰越金及び一般会計繰出金を増額補正する。

７. 東海中央土地区画整理事業特別会計補正予算
（議案第 55 号 令和 3 年度東海中央土地区画整理事業特別会計補正第 1 号）

（１）東海中央土地区画整理事業特別会計総括表
（単位：千円）
補正前の額
東海中央土地区画整理事業特別会計

補正額

833,991

（２）東海中央土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算の主な内訳

74,916

補正後の額
908,907

※ページは議案書のページ

【歳入】

・一般会計繰入金（△5,772 千円） P138
・前年度繰越金（80,688 千円） P138
【歳出】

・中央土地区画整理事業（80,689 千円） P139
軟弱地盤対策の検討及び造成設計委託,工事のため増額補正する。
・一般会計繰出金事業（△1 千円） P139
実質収支が確定したため前年度繰越金を増額するとともに、令和３年度の人事異動に伴う職員
給与費の減額に伴い,繰入金を減額補正する。また,事業の再調整が生じたため中央土地区画整
理事業を増額補正する。
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