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【一般会計補正予算（第15号）】

1 2 総務費 総務管理費 財産管理費 財政調整基金 2,974 1,101,947 1,104,921

2 減債基金 24,202 899,990 924,192

3 情報システム整備基金 137 50,004 50,141

4 まちづくり応援基金 95 50,001 50,096

5
新型コロナウイルス感染症
緊急対策基金

513 35,715 36,228

6 桑名駅前整備基金 0 50,048 50,048

7 小中一貫校建設基金 0 50,048 50,048

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

▲ 903 1,102,850

財政調整基金積立金
・地方財政法第７条に基づく決算剰余金の積立
　令和２年度実質収支額の1/2相当
　2,205,699,293円×1/2≒1,102,850,000円
・利子収入積立の減額　▲903千円
※その他財源：利子、配当収入

財政課
会計管理室

46,790 853,200

公債費に係る費用負担に備えて減債基金へ積み立てる。
・令和２年度実質収支額の5％相当　110,285千円
・追加交付された普通交付税のうち「臨時財政対策債償
還基金費」分　742,915千円
・土地売払収入等の増額　46,775千円
・利子収入積立の増額  15千円
※その他財源：土地売払収入、土地、その他貸付収入及
び利子収入

財政課
グリーン資産

創造課
会計管理室

4 50,000

行政のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推
進するため、情報システムの整備等に要する経費の財源
に活用する情報システム整備基金へ積み立てる。
・積立金の増額　　 50,000千円
・利子収入積立の増額    4千円
※その他財源：利子収入

財政課
会計管理室

1 50,000

地域課題の解決に向けた継続的な事業推進を図るため、
地域創造プロジェクト（案）における行政業務の見直し
で創出した財源を原資として、まちづくり応援基金へ積
み立てる。
・積立金の増額　  50,000千円
・利子収入積立の増額　 1千円
※その他財源：利子収入

地域コミュニ
ティ課

会計管理室

35,715

新型コロナウイルス感染症への対策に要する財源に充て
るため、ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）の使い道
として「新型コロナウイルス対策」を選択された寄附等
について、新型コロナウイルス感染症緊急対策基金へ積
み立てる。
・積立金の増額　   35,201千円
・利子収入積立の増額　514千円
※その他財源：ふるさと応援寄附金、総務管理費寄附金
及び利子収入

財政課
会計管理室

48 50,000

桑名駅前の整備に要する経費の財源に充てるため、桑名
駅前整備基金へ積み立てる。
・積立金の増額　   50,000千円
・利子収入積立の増額   48千円
※その他財源：利子収入

駅周辺整備課
会計管理室

48 50,000

小中一貫教育に適した教育環境の整備に要する経費の財
源に充てるため、小中一貫校建設基金へ積み立てる。
・積立金の増額　   50,000千円
・利子収入積立の増額   48千円
※その他財源：利子収入

新たな学校づ
くり課

会計管理室

担当課
補正額の財源内訳

補正額の主な事業内容
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連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

8 2 総務費 総務管理費 財産管理費 子ども応援基金 0 515,137 515,137

9 ゼロカーボン基金 0 10,000 10,000

10 3 民生費 社会福祉費 老人福祉費
地域医療・介護総合確保基
金事業補助金

0 61,390 61,390

11 児童福祉費 児童福祉総務費 児童通所支援給付事業費 615,208 13,715 628,923

12 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 25,200 27,050 52,250

13 ため池等整備事業費 5,600 22,500 28,100

14 8 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費 道路ストック対策事業費 31,694 42,000 73,694

15 都市計画費 街路事業費 桑部播磨線 77,048 8,333 85,381
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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

補正額の財源内訳
補正額の主な事業内容

515,137

子ども及び子育ての支援をする事業に要する経費の財源
に充てるため、子ども応援基金を設置し、ふるさと応援
寄附金（ふるさと納税）の使い道として「こどもを３人
育てられるまち」を選択された寄附等について、当該基
金に積み立てる。
※その他財源：ふるさと応援基金繰入、ふるさと応援寄
附金及び児童福祉費寄附金

子ども未来課

8,000 2,000

持続可能な脱炭素社会づくりの推進を目的とした取組み
に要する経費の財源に充てるため、ゼロカーボン基金を
設置し、ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）の使い道
として「『桑名市ゼロカーボンシティ宣言』の実現に向
けた取組み」を選択された寄附を一部財源として、当該
基金に積み立てる。
※その他財源：ふるさと応援寄附金

グリーン資産
創造課

61,390

県補助金を活用し、地域密着型サービス事業所を開設す
る事業者に対して、施設開設に伴う整備費及び備品購入
費、人件費等の補助金を交付し、サービス提供体制拡充
を図る。
・施設整備補助金　　　41,517千円
・施設開設準備補助金　19,873千円
※繰越明許費設定

介護高齢課

13,715

国補助金を活用し、重症心身障害児、医療的ケア児を受
け入れる児童通所支援事業所を開設する事業者に対し
て、整備費に係る国庫補助基準額54,900千円の1/4に相
当する額について市から補助金を交付し、重症心身障害
児等の支援体制拡充を図る。
※繰越明許費設定

子ども総合セ
ンター

26,800 200 50

国の補正予算に伴う事業採択により、松蔭・七取排水機
場の湛水防除に係る施設更新の事業計画書と稗田地区の
排水施設整備に係る事業計画書を作成する。また、県営
事業の長島中部地区県営湛水防除事業の事業進捗に合わ
せて事業費を増額する。
※繰越明許費設定

農林水産課

21,700 800

国の補正予算に伴う事業採択により、目細・駒ヶ谷ため
池の更新に係る事業計画書作成、けかつ谷・ごんべい・
大谷ため池の耐震等調査を実施する。また、県営事業の
蛎塚大ため池改修工事の事業進捗に合わせて事業費を増
額する。
※繰越明許費設定

農林水産課

20,000 20,000 2,000

市道坂井多度線・桑部志知線等道路改良工事について、
国の補正予算に伴う事業採択により事業進捗を図るた
め、事業費を増額する。
※繰越明許費設定

土木課

8,300 33
事業主体である三重県が事業進捗のため、社会資本整備
総合交付金の補正要求を行うこととしたため、事業費を
増額する。

土木課
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連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

16 10 教育費 小学校費 学校管理費 学校保健特別対策事業費 3,400 30,600 34,000

17 中学校費 学校管理費 学校保健特別対策事業費 1,400 12,600 14,000

【農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）】

18 1 事業費 建設改良費 建設改良費 嘉例川地区 0 3,000 3,000

【介護保険事業特別会計（第２号）】

19 2 保険給付費
介護サービス等
諸費

居宅介護等サービ
ス給付費

居宅介護等サービス給付費 3,477,909 100,000 3,577,909

20 施設介護サービス給付費 2,744,806 230,000 2,974,806

21
居宅介護等サービス計画給
付費

436,218 20,000 456,218

22
介護予防サービ
ス等諸費

居宅介護予防サー
ビス給付費

介護予防サービス給付費 86,286 20,000 106,286

23
高額介護サービ
ス等費

高額介護サービス
費

高額介護サービス給付費 231,624 20,000 251,624

連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

補正額 計補正前額
連
番

款 項 目 事業名
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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

補正額の財源内訳
補正額の主な事業内容

15,300 15,300

国の補正予算に伴い実施される「学校等における感染症
対策等支援事業」を活用し、市立小学校の感染予防の強
化、子どもたちの学習保障支援を実施するための経費を
計上する。
※その他財源：新型コロナウイルス感染症緊急対策基金
繰入金
※繰越明許費設定

教育総務課

6,300 6,300

国の補正予算に伴い実施される「学校等における感染症
対策等支援事業」を活用し、市立中学校の感染予防の強
化、子どもたちの学習保障支援を実施するための経費を
計上する。
※その他財源：新型コロナウイルス感染症緊急対策基金
繰入金
※繰越明許費設定

教育総務課

(単位:千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,000
国庫補助事業の事業採択に伴い、嘉例川地区の維持管理
適正化計画を策定するための経費を計上する。
※繰越明許費設定

下水道課

(単位:千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

89,882 12,503 ▲ 14,027 11,642

要介護認定者に対する居宅介護等サービス給付費におい
て、当初見込みよりも増加していることに伴い給付費を
増額する。
※その他財源：介護保険料等

介護高齢課

19,718 28,748 176,764 4,770

入所施設におけるサービス経費を給付する施設介護サー
ビス給付費において、当初見込みよりも増加しているこ
とに伴い給付費を増額する。
※その他財源：介護保険料等

介護高齢課

▲ 459 2,500 15,459 2,500

要介護認定者に対する居宅介護等サービス計画給付費に
おいて、当初見込みよりも増加していることに伴い給付
費を増額する。
※その他財源：介護保険料等

介護高齢課

3,391 2,500 11,609 2,500

要支援認定者に対する介護予防サービス給付費におい
て、当初見込みよりも増加していることに伴い給付費を
増額する。
※その他財源：介護保険料等

介護高齢課

1,793 2,500 13,207 2,500

要介護認定者に対する高額介護サービス給付費におい
て、当初見込みよりも増加していることに伴い給付費を
増額する。
※その他財源：介護保険料等

介護高齢課

担当課
補正額の財源内訳

補正額の事業内容

補正額の財源内訳
補正額の事業内容 担当課
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