
 

 
議案第４号 
 

令和３年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計補正予算 
（第１号）について 

 
  令和３年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計補正予算（第１号）

を別添のとおり定めます。 
 
 
    令和４年２月１５日提出 
 
                                      相楽郡広域事務組合 
                                        代表理事 杉浦  正省 
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令和３年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計補正予算（第１号） 
 

  令和３年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０４３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２７，７４３千円とする。 
２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  

歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和４年２月１５日提出 

                                                             

相楽郡広域事務組合 

                                                            代表理事 杉浦  正省 

 



休日応急診療所収入２ 20,738 △632 20,106

１診療報酬収入 5,810 4,261 10,071

２繰入金 14,928 △4,893 10,035

繰入金３ 4,326 △578 3,748

１繰入金 4,326 △578 3,748

国庫支出金４ 0 788 788

１国庫補助金 0 788 788

府支出金５ 0 1,000 1,000

１府補助金 0 1,000 1,000

繰越金６ 10 465 475

１繰越金 10 465 475

26,700 1,043 27,743歳　　　　入　　　　合　　　　計

第１表　歳入歳出予算補正
歳　　入

款

(単位：千円)

項 補正額 計
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補正前の額



振興費１ 5,952 △578 5,374

１振興費 5,952 △578 5,374

衛生費２ 20,748 1,621 22,369

１衛生費 20,748 1,621 22,369

26,700 1,043 27,743歳　　　　出　　　　合　　　　計

歳　　出

款

(単位：千円)

項 補正額 計補正前の額
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△632 20,106２休日応急診療所収入 20,738

△578 3,748３繰入金 4,326

788 788４国庫支出金 0

1,000 1,000５府支出金 0

465 475６繰越金 10

1,043 27,743歳　　　　入　　　　合　　　　計 26,700

（単位：千円）

歳入歳出補正予算事項別明細書
　１．総　　括

　歳　　入

款 補正前の額 補正額 計
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05,374△578 △57800１振興費 5,952

1,78822,3691,621 △4,4284,2610２衛生費 20,748

1,78827,7431,043 △5,0064,2610歳　　　　出　　　　合　　　　計 26,700

一般財源その他地方債国府支出金
特　　定　　財　　源
補　正　額　の　財　源　内　訳

（単位：千円）　歳　　出

款 補正前の額 補正額 計
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2 休日応急診療所収入

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金  額
説　　　　　　　　　　　　　　明

（単位：千円）1 診療報酬収入（款） （項）

5,810 10,071 4,2611 診療報酬収入  診療報酬収入4,261 1 診療報酬収入                     4,261

5,810 10,071計 4,261

2 休日応急診療所収入

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金  額
説　　　　　　　　　　　　　　明

2 繰入金（款） （項）

14,928 10,035 △4,8931 一般会計繰入金  一般会計繰入金△4,893 1 一般会計繰入金                   △4,893

14,928 10,035計 △4,893

3 繰入金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金  額
説　　　　　　　　　　　　　　明

1 繰入金（款） （項）

4,326 3,748 △5781 ふるさと市町村圏振興事  ふるさと市町村圏振興事業基金繰入金△578 1 ふるさと市町村圏振興事                     △578

業基金繰入金 業基金繰入金

4,326 3,748計 △578

4 国庫支出金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金  額
説　　　　　　　　　　　　　　明

1 国庫補助金（款） （項）

0 788 7881 国庫補助金  新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療788 1 国庫補助金

 提供体制確保支援補助金                       788

0 788計 788
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２  歳　　入



5 府支出金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金  額
説　　　　　　　　　　　　　　明

（単位：千円）1 府補助金（款） （項）

0 1,000 1,0001 府補助金  ゴールデンウイーク診療・検査実施医療機関支援金1,000 1 府補助金                       400

 お盆期間診療・検査実施医療機関協力金                      200

 年末年始診療・検査実施医療機関協力金                      400

0 1,000計 1,000

6 繰越金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金  額
説　　　　　　　　　　　　　　明

1 繰越金（款） （項）

10 475 4651 繰越金  前年度繰越金確定額465 1 繰越金                       465

10 475計 465
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節

説　　　　　　　　　明
金　額区　分

そ の 他
一般財源

地 方 債国府支出金

特　定　財　源

補　正　額　の　財　源　内　訳

計補　正　額補正前の額目

（単位：千円）1 振興費（款） （項） 1 振興費

000  ふるさと市町村圏振興事業経費△5781 事業費 5,952 △578 5,374 12 委託料 △578               △578

 12節　委託料

　2　相楽会館改築等計画策定業務              △578

000計 △5785,952 △578 5,374

節

説　　　　　　　　　明
金　額区　分

そ の 他
一般財源

地 方 債国府支出金

特　定　財　源

補　正　額　の　財　源　内　訳

計補　正　額補正前の額目

2 衛生費（款） （項） 1 衛生費

4,26101,788  休日応急診療所運営経費△4,4281 休日応急診 20,398 1,621 22,019 1 報酬 360               1,621

 1節　報酬療費                 360

 3節　職員手当等3 職員手当等 335

　1　地域手当8 旅費 48                   2

　2　通勤手当12 委託料 816                  48

　4　特殊勤務手当17 備品購入費 64                 285

 8節　旅費18 負担金、補 △2

　1　費用弁償助及び交付                  48

 12節　委託料金

　5　特別管理産業廃棄物運搬処分                 43

　7　ＰＣＲ検査                 773

 17節　備品購入費

　3　デジタル自動血圧計                 64

 18節　負担金、補助及び交付金

　1　京都府保険医協会                △2

4,26101,788計 △4,42820,748 1,621 22,369
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３　歳　　出
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