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【一般会計補正予算（第５号）】

1 2 総務費 総務管理費 一般管理費
新型コロナウイルス感染症対
策事業費

2,518 14,594 17,112

2 財産管理費
新型コロナウイルス感染症緊
急対策基金

1,111,400 6,552 1,117,952

3 諸費 コミュニティ支援事業助成金 0 21,300 21,300

4 3 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 児童通所支援給付事業費 422,766 14,800 437,566

5 療育センター費 施設管理運営費 20,781 284 21,065

6 環境保全対策費 安全対策費
高齢運転者安全運転支援装置
設置補助金

0 2,786 2,786

7 8 土木費 道路橋りょう費 道路維持費
市民満足度向上事業費
（道路施設維持補修費）

0 5,225 5,225

8
地域力アップ支援事業費
（道路施設管理費）

0 1,900 1,900

連
番

補正額 計補正前額款 項 目 事業名
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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

14,594

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策が長期化
することを見込み、介護施設、保育所（園）、学童保育
所、障害者施設、医療機関及び学校等で必要となるマス
クやアルコール消毒液を追加で購入・配布する。
※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

財政課

6,552
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて中止される事
業の減額分について、桑名市新型コロナウイルス感染症
緊急対策基金を積み立てる。

財政課

21,300

一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報
事業の一環として行う助成事業を活用して、地域団体へ
の助成を行う。
・南魚町自治会（石取祭備品整備）、江場自治会連合会
（防犯灯）、西別所区連合自治会（防犯灯）、
大仲新田第一自治会（コミュニティセンター建設）
※その他財源：コミュニティ事業助成金

地域コミュ
ニティ課

6,660 855 1,235 6,050

新型コロナウイルス感染症防止対策として、特別支援学
校等が一斉臨時休業する事に伴い、放課後等デイサービ
スの利用増が見込まれる。また、追加的に生じたサービ
ス分にかかる利用者負担及び地方負担に係る部分につい
て国費による補助を受ける。
※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

子育て支援
課

284

令和元年度に療育センターのためにと寄付を受けたた
め、これを踏まえて療育センターに設置する障害児向け
の感覚統合備品を購入する。
※その他財源：地域福祉基金繰入金

子育て支援
課

1,393 1,393

市内の70歳以上の方が所有する自家用車（新車は除く）
への安全運転支援装置（ペダル踏み間違い急発進等抑制
装置）の設置に関し、補助金を交付する。
（補助対象費用の１/2（限度額１万円、一人一台限り）
を交付）

環境安全課

5,225
現地視察による地域での聴き取り調査の結果等に基づ
き、道路舗装修繕を行う。

アセットマ
ネジメント

課

1,900

市民と行政との協働のモデル事業として、藤が丘まちづ
くり協議会設立準備委員会と市とで締結した協定書に基
づき、地区内の街路樹木等維持管理作業を協働で進め
る。

アセットマ
ネジメント

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

補正額 計補正前額款 項 目 事業名

9 8 土木費 道路橋りょう費 交通安全対策費
市民満足度向上事業費
（交通安全施設設置費）

0 3,775 3,775

10 河川費 河川総務費
市民満足度向上事業費
（河川維持補修費）

0 4,950 4,950

11 9 消防費 消防費 常備消防費 消防関係消耗品費 2,183 1,526 3,709

12
長島木曽岬分署消
防費

消防関係消耗品費 297 280 577

13 東員消防署消防費 消防関係消耗品費 327 279 606

14 災害対策費 一般事務費 2,880 653 3,533

15 10 教育費 教育総務費 教育振興費
インターネット対策推進事業
費

0 949 949

16 小学校費 学校管理費 空調設備整備事業費 5,172 12,914 18,086

17 中学校費 学校管理費 空調設備整備事業費 0 2,120 2,120
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国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

補正額の財源内訳
補正額の事業内容 担当課

3,775
現地視察による地域での聴き取り調査の結果等に基づ
き、交通安全に資する区画線修繕を行う。

アセットマ
ネジメント

課

4,950
現地視察による地域での聴き取り調査の結果等に基づ
き、河川における樹木伐採・除草を行う。

アセットマ
ネジメント

課

1,526

新型コロナウイルス感染症等に係る感染防止用救急ジャ
ンパー・救急ズボン等について更新する。
※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

消防本部総
務課

280

新型コロナウイルス感染症等に係る感染防止用救急ジャ
ンパー・救急ズボン等について更新する。
※その他財源：新型コロナウイルス感染症緊急対策基金
繰入金及び長島木曽岬分署受託事業負担金

消防本部総
務課

279
新型コロナウイルス感染症等に係る感染防止用救急ジャ
ンパー・救急ズボン等について更新する。
※その他財源：東員消防署受託事業負担金

消防本部総
務課

653

国や県、ライフライン事業者等、防災関係機関との災害
情報等の共有や対策の検討を、感染症対策を講じつつ、
迅速・確実に行う必要があることから、被害情報等を収
集・共有するためのタブレットを導入する。

防災・危機
管理課

949

ネット対策地域スタートアップ実行委員会を組織し、外
部有識者による講演・ワークショップ等を行い、イン
ターネット及びスマートフォン等との関わり方や、新型
感染症を踏まえた新しい生活様式の中での活用の仕方等
を学ぶ機会を提供する。

学校支援課

12,914

児童の体調管理への配慮や学習環境の向上のため、精
義・大和・星見ヶ丘・長島北部・伊曽島小学校（特別支
援学級増設等）、城南小学校（普通学級増設）計６室に
空調設備を設置する。

教育総務課

2,120
生徒の体調管理への配慮や学習環境の向上のため、陵成
中学校（特別支援学級増設）１室に空調設備を設置す
る。

教育総務課
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連
番

補正額 計補正前額款 項 目 事業名

18 12 諸支出金
公営企業会計繰
出金

公営企業会計繰出
金

水道事業会計繰出金 1,476 270,114 271,590

【国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）】

19 2 保険給付費 傷病手当金 傷病手当金 傷病手当金 0 3,400 3,400

事業名 補正前額 補正額 計
連
番

款 項 目
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国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

補正額の財源内訳
補正額の事業内容 担当課

270,114

急激な収入減や不測の支出を強いられている市民及び事
業者の負担を軽減するため、水道料金における基本料金
について、２期分（４か月分）を無料化する。
＊市内の全世帯と事業所が対象。
　一般家庭：約55,800件、約2億4,291万円 ⇒ 生活支援
　事業所　： 約1,700件、    約2,720万円 ⇒ 固定費の軽減

※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

財政課・上
下水道部企
画総務課

(単位:千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,400
国の新型コロナウイルス感染症に関する対策に基づき、
新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保
険者等に対して、傷病手当金を支給する。

保健医療課

補正額の事業内容 担当課
補正額の財源内訳
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