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【一般会計補正予算（第10号）】

1 2 総務費 総務管理費 会計管理費 会計管理事務費 8,865 380 9,245

2 諸費 国県支出金等返還金 0 91,310 91,310

3 0 379,790 379,790

4 0 318 318

5 0 6,314 6,314

連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計
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(単位:千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

380

令和4年6月より公共料金明細事前通知サービス「公振く
ん」を導入し、公共料金等の支払における伝票の起票・
決裁を一元化し、各課の支払事務や会計管理室の審査事
務等の効率化を図る。この導入にあたり、口座振替依頼
書作成やデータ登録料等の準備経費を計上する。
・登録作業基本料　110,000円
・データ登録料(601～700件)　269,500円

会計管理室

91,310

令和2年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・生活扶助費等国庫負担金（5,241,864円）
・医療扶助費等国庫負担金（83,283,341円）
・介護扶助費等国庫負担金（1,703,187円）
・生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金
（1,081,135円）

福祉総務課

379,790

令和2年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・子ども・子育て支援交付金（4,714,000円）
・子どものための教育保育給付交付金国庫交付金
（201,287,392円）
・子育てのための施設等利用給付国庫交付金
（27,966,377円）
・児童手当交付金（33,333円）
・児童扶養手当負担金（67,000円）
・母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金（ひとり親
世帯臨時特別給付金給付事務費）（48,000円）
・母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金（ひとり親
世帯臨時特別給付金給付事業費）（20,580,000円）
・子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金（事
業費）（1,691,000円）
・地域子ども・子育て支援事業費補助金
（4,714,000円）
・施設型給付費・地域型保育給付費県費負担金
（90,021,341円）
・施設型給付費・地域型保育給付費補助金
（14,683,864円）
・子育てのための施設等利用給付県費負担金
（13,983,189円）

子ども未来課

318

令和2年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・ホームヘルプﾟ等利用者負担軽減事業費補助金
（10,000円）
・高齢者地域福祉推進事業費補助金
（308,000円）

介護高齢課

6,314

令和2年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・障害者医療費国庫負担金（5,223,228円）
・障害者総合支援事業費補助（負担）金及び地域生活支
援事業費補助（負担）金（1,020,000円）
・地域生活支援事業費県補助金（70,000円）

障害福祉課

担当課補正額の事業内容
補正額の財源内訳
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連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

6 2 総務費 総務管理費 諸費 国県支出金等返還金 0 795 795

7 0 8,670 8,670

8 3 民生費 社会福祉費 障害者自立支援費 共同生活援助給付費 178,571 97,083 275,654

9 訓練等給付費 651,862 214,354 866,216

10 児童福祉費 児童福祉総務費 放課後児童対策事業費 295,629 2,644 298,273

11 私立保育園運営費補助金 44,669 1,500 46,169

12 待機児童対策事業費補助金 90,746 14,000 104,746
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国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
担当課補正額の事業内容

補正額の財源内訳

795
令和2年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・感染症予防事業費等国庫補助金（795,000円）

保健医療課

8,670

令和2年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・障害児入所給付費等国庫,三重県負担金
（6,692,024円）
・児童虐待ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金
（54,000円）
・母子保健衛生費国庫補助金
（1,659,000円）
・三重県特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイ
サービス支援事業費補助金返還金（264,000円）

子ども総合セ
ンター

48,541 24,271 24,271
地域移行や自立生活に向けた利用者数及び利用日数の増
加などにより増額補正する。

障害福祉課

107,177 53,568 53,609

自立した生活を希望する障害者が増加傾向にあり、特に
就労継続支援Ａ型の利用者及び利用日数はともに10％を
超え、Ｂ型の利用者数、利用日数は約３％の割合で増加
していることなどから増額補正する。

障害福祉課

2,644
在良学童保育所を在良小学校の教室内に移転するため設
備修繕を行う。

子ども未来課

1,000 500

国補助事業を活用し、私立保育園に対して以下について
補助を実施する。
・保育士の業務負担軽減を図るため、保育の周辺業務等
に係るICT等を活用した業務システムの導入費用の一部
を補助
750,000円*2園
（国1/2、市1/4、事業者1/4）

子ども未来課

14,000

加配の必要のある障害児が令和3年度入所等で増加した
ことにより増額補正する。
・障害児（3歳児クラス～）を保育するための加配保育
士人件費補助
2,000,000円*7人

子ども未来課
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連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

13 3 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 不妊治療費助成事業費 11,020 9,195 20,215

14 児童通所支援給付事業費 581,432 33,776 615,208

15 4 衛生費 保健衛生費 予防費
新型コロナウイルスワクチ
ン接種事業費

787,583 297,282 1,084,865

16 6 農林水産業費 農林水産業費 農地総務費 湛水防除事業費 14,700 10,500 25,200

17 8 土木費 道路橋りょう費 交通安全対策費
通学路等緊急安全対策事業
費

29,853 5,041 34,894

18 都市計画費 街路事業費 桑部播磨線 10,184 66,864 77,048
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国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
担当課補正額の事業内容

補正額の財源内訳

3,667 5,528

昨年度末に行われた法改正で申請基準が緩和され、不妊
治療費の助成申請件数が増加したことにより、各補助金
を増額補正する。
・コウノトリ支援事業（市単）1,860,000円
・桑名市特定不妊治療（県1/2補助）7,175,000円
・桑名市一般不妊治療（人工授精）（県1/2補助）
160,000円

子ども未来課

16,800 8,400 8,576

障害児発達支援の利用増により、審査手数料及び扶助費
負担を増額補正する。
・手数料　176,000円
・扶助費　33,600,000円（国1/2、県1/4補助）

子ども総合セ
ンター

297,282

新型コロナウイルスワクチンについて３回目接種を実施
する体制を確保するため、これに係る費用を計上する。
また、時間外・休日のワクチン接種会場への医師・看護
師等の派遣について、派遣元の医療機関に対して財政支
援を実施する。

コロナワクチ
ン接種課

10,500

排水機場の遊水池に堆積した土砂を排土する事業につい
て、県営事業として事業実施のため、これに係る費用を
計上する。
・県営事業負担金
70,000,000円×15％＝10,500,000円
・事業対象：福永・七取・野代・大鳥居・大島・松蔭の
排水機場

農林水産課

5,041
千葉県八街市の事故を受けて実施した通学路臨時合同点
検結果における安全対策のため、緊急に交通安全施設を
設置するための費用を計上する。

アセットマネ
ジメント課

60,100 6,764

事業主体である三重県が事業進捗のため、社会資本整備
総合交付金において県事業間の再配分を行うことにより
事業費を増額する。これに伴って、市負担金を増額補正
する。
・桑部播磨線建設事業負担金
401,186,000円×1/6＝66,864,000円

土木課
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連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

19 9 消防費 消防費 災害対策費 戸別受信機整備費 20,800 ▲ 19,800 1,000

20 10 教育費 保健体育費 学校保健体育費
園児・児童・生徒安全対策
事業費

1,287 484 1,771

21 11 公債費 公債費 元金 地方債元金償還金 5,618,581 175,547 5,794,128

【国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）】

22 2 保険給付費 療養諸費
一般被保険者療養
給付費

一般被保険者療養給付費 7,647,502 414,954 8,062,456

23 高額療養費
一般被保険者高額
療養費

一般被保険者高額療養費費 1,066,323 99,030 1,165,353

24 3
国民健康保険
事業費納付金

医療給付費分
退職被保険者等医
療給付費分

退職被保険者等医療給付費
分

0 1,115 1,115

連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計
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国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
担当課補正額の事業内容

補正額の財源内訳

▲ 19,800

FM放送網を用いた戸別受信機整備を検討する中で、民間
事業者より中継局整備等をその事業者の負担で実施する
という新たな提案を受けたことにより、予算を見直すと
ともに、令和４年度出水期までに戸別受信機を希望市民
に配布するため、債務負担行為を設定する。
※その他財源：貸与戸別受信機使用料、ふるさと応援基
金繰入金
※債務負担行為の設定

防災・危機管
理課

484
千葉県八街市の事故を受けて実施した通学路臨時合同点
検結果における安全対策のため、緊急に通学路上に路面
標示等を施工するための費用を計上する。

教育総務課

175,547

『持続可能な行財政経営』を進めるため、地方財政法第
7条の規定に基づき令和2年度決算剰余金の財源を活用
し、過去に借り入れた地方債で、現在の利率と比べて利
率が高く、補償金負担のない地方債について繰り上げ償
還を行う。
・繰り上げ償還額：175,546,710円

財政課

(単位:千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

414,954
当初の見込みよりも療養給付費が増加したため、これに
係る費用を増額補正する。

保健医療課

99,030
当初の見込みよりも高額療養費が増加したため、これに
係る費用を増額補正する。

保健医療課

1,115

令和２年度退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納
付金の精算に伴い追加納付分（1,114,958円）を計上す
る。
※その他財源：前年度繰越金

保健医療課

補正額の財源内訳
補正額の事業内容 担当課
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連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

25 7 諸支出金
償還金及び還付
加算金

償還金 償還金 100 60,647 60,747

【介護保険事業特別会計補正予算（第１号）】

26 6 諸支出金
償還金及び還付
加算金

償還金 償還金 15,000 24,281 39,281

項 事業名 補正額
連
番

款 目 補正前額 計
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国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
担当課補正額の事業内容

補正額の財源内訳

60,647

令和2年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・国民健康保険給付費等（普通交付金）
（60,204,542円）
・特別調整交付金（努力支援（保健事業費分））
（374,000円）
・特別調整交付金（保健事業を除く）（168,000円）
※その他財源：前年度繰越金

保健医療課

(単位:千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

24,281

令和2年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・低所得者保険料軽減国負担金（44,901円）
・低所得者保険料軽減県負担金（22,451円）
・地域支援事業費国負担金（17,050,092円）
・地域支援事業費県負担金（9,650,520円）
※その他財源：前年度繰越金

介護高齢課

担当課
補正額の財源内訳

補正額の事業内容
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