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【一般会計補正予算（第11号）】
連
番

1 1 議会費 議会費 議会費 議員活動費 817 2,315 3,132

2 2 総務費 総務管理費 一般管理費 総務事務費 1,955 264 2,219

3 情報推進費 ネットワークシステム管理費 62,276 7,705 69,981

4 ＡＩ等活用推進事業費 9,741 1,081 10,822

5 諸費 国県支出金等返還金 0 50,125 50,125

6 0 97,568 97,568

事業名目項款 計補正額補正前額
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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

2,315

議員１人につき１台タブレット端末を導入し、会議の
ペーパーレス化やリモート会議等への活用を図るための
経費を計上する。
＊その他財源：タブレット端末使用料及び新型コロナウ
イルス感染症緊急対策基金
＊債務負担行為設定

議会事務局

264

議会におけるタブレット端末の利用に合わせて、当局側
職員用にペーパーレス会議システムを導入するための経
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
＊債務負担行為設定

総務課

7,705

ＷＥＢ会議等の利用や議会でのタブレット端末の利用の
ため、議場、委員会室及び本庁舎等のインターネット接
続環境の整備を行う。また、議会におけるタブレット端
末導入に合わせて、当局側職員用にタブレット端末を導
入する。
＊その他財源：新型コロナウイルス感染症緊急対策基金
＊債務負担行為設定

政策創造課

1,081

ＡＩを活用した議事録作成支援システムを導入し、効率
的に議事録を作成する。また、ＷＥＢ会議を円滑に進め
るため、ディスプレイ、マイク・スピーカーシステム及
び会議用カメラを導入する。
＊その他財源：新型コロナウイルス感染症緊急対策基金

政策創造課

50,125

令和元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（40,007,601円）
・医療扶助費等国庫負担金（6,201,477円）
・介護扶助費等国庫負担金（3,236,446円）
・生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金
（678,656円）

福祉総務課

97,568

令和元年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・令和元年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
（746,000円）
・令和元年度児童手当交付金（19,001円）
・令和元年度児童扶養手当負担金（279,947円）
・令和元年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
（未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付
金）（770,000円）
・子ども・子育て支援交付金（21,453,000円）
・子どものための教育・保育給付費国庫負担金
（16,800,716円）
・子育てのための施設等利用給付国庫負担金
（21,598,518円）
・三重県子ども・子育て支援事業費補助金（13,448,000
円）
・保育対策総合支援事業費補助金（2,368,000円）
・保育体制強化事業費補助金（国費分）（83,000円）
・幼稚園就園奨励費補助金（732,000円）
・地域子ども・子育て支援事業費補助金（8,283,000
円）
・施設型給付費・地域型保育給付費県費負担金
（7,723,203円）
・施設型給付費・地域型保育給付費補助金（866,544
円）
・子育てのための施設等利用給付県費負担金
（2,356,029円）
・保育体制強化事業費補助金（県費分）（40,000円）

子ども未来
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

事業名目項款 計補正額補正前額

7 2 総務費 総務管理費 諸費 国県支出金等返還金 0 10 10

8 0 6,857 6,857

9 0 8,072 8,072

10 0 3,788 3,788

11
戸籍住民基本台
帳費

戸籍住民基本台帳
費

個人番号カード交付事業費 66,371 22,071 88,442

12 3 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 放課後児童対策事業費 254,272 17,000 271,272

13 私立保育園運営費補助金 28,540 16,500 45,040

14 子育て支援拠点施設事業費 39,726 4,444 44,170

15 病児保育事業費 19,805 1,000 20,805
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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

10
令和元年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金
（10,000円）

介護高齢課

6,857

令和元年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・障害者総合支援事業費補助金（2,488,000円）
・障害児発達支援無償化周知事業費補助金（28,000円）
・障害児入所給付費等国庫,三重県負担金（941,102円）
・児童虐待ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金
（500,000円）
・母子保健衛生費国庫補助金（2,899,000円）

子育て支援
課

8,072

令和元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（7,902,803円）
・地域生活支援事業費国庫補助金（116,000円）
・地域生活支援事業費県補助金（53,000円）

障害福祉課

3,788

城南漁業協同組合が解散となったことによる、平成7年
度地域漁業活性化構造改善事業補助金で取得した財産処
分に係る補助金を返還する。
＊その他財源：地域漁業活性化構造改善事業補助金返還
金

農林水産課

22,071

個人番号カード交付事務及び電子証明書更新事務が急増
している状況の中、住民への迅速な通知送付と混雑解消
のため、交付受付システム等の導入を行う。
＊債務負担行為設定

戸籍・住民
登録課

17,000
学童保育所が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策に係る経費について、国補助事業を活用して支援
を行う。

子ども未来
課

16,500
私立保育園が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策に係る経費について、国補助事業を活用して支援
を行う。

子ども未来
課

148 4,148 148

国の単価改正に伴う委託料の増額費用を計上する。
また、子育て支援拠点施設が実施する新型コロナウイル
ス感染症拡大防止対策に係る経費について、国補助事業
を活用して支援を行う。

子ども未来
課

1,000
病児保育所が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策に係る経費について、国補助事業を活用して支援
を行う。

子ども未来
課
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連
番

事業名目項款 計補正額補正前額

16 3 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 一時保育事業費 3,582 3,244 6,826

17
ファミリーサポートセンター
事業費

7,560 600 8,160

18 児童通所支援給付事業費 437,566 36,451 474,017

19 保育所費 施設管理運営費 81,079 3,940 85,019

20 児童センター費 施設管理運営費 3,505 1,000 4,505

21 4 衛生費 保健衛生費 予防費 成人予防接種事業費 81,821 67,714 149,535

22 応急診療所費 施設管理費 7,497 1,000 8,497

23 ＰＣＲ検体採取事業費 3,800 3,137 6,937

24 保健センター費 乳幼児教室・相談事業費 224 38 262
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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

671 1,901 672

国の単価改正に伴う委託料の増額費用を計上する。
また、一時預かり事業を実施する公立保育所における新
型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、国補助事
業を活用して備品等を購入する。

子ども未来
課

33 533 34

国の単価改正に伴う委託料の増額費用を計上する。
また、ファミリーサポートセンターが実施する新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止対策に係る経費について、国
補助事業を活用して支援を行う。

子ども未来
課

18,226 9,113 9,112
各障害児発達支援サービスの給付実績増加に伴い、扶助
費の増額費用を計上する。

子育て支援
課

3,940
公立保育所等における新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策のため、国補助事業を活用して備品等を購入す
る。

子ども未来
課

1,000
児童センターが実施する新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策に係る経費について、国補助事業を活用して支
援を行う。

子ども未来
課

67,714

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザとの同時流
行に備え、高齢者のインフルエンザ予防接種における自
己負担額について、本年１０月１日からを対象期間とし
て無料化する。
＊その他財源：新型コロナウイルス感染症緊急対策基金

保健医療課

1,000
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザとの同時流
行に備えた診療体制の整備を行う必要があるため、県補
助金を活用して応急診療所内の感染防止対策を行う。

保健医療課

3,137

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、桑名保健
所、桑名医師会と連携してＰＣＲ検査体制を整備するた
め、ＰＣＲ検査委託料の費用を計上する。
＊その他財源：応急診療所収入

保健医療課

38
全戸訪問・養育支援訪問事業における新型コロナウイル
ス感染症拡大防止対策のため、国補助事業を活用してア
ルコール消毒液等を購入する。

子育て支援
課
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連
番

事業名目項款 計補正額補正前額

25 4 衛生費 保健衛生費 保健センター費 養育医療給付等事業費 8,012 3,000 11,012

26
母子健康包括支援センター事
業費

586 53 639

27 6 農林水産業費 農林水産業費 農林水産業振興費 漁業経営強化対策事業費 0 10,000 10,000

28 8 土木費 道路橋りょう費 道路維持費 道路施設維持補修費 128,440 16,237 144,677

29 河川費 河川新設改良費 河川改良事業費 25,500 4,000 29,500

30 9 消防費 消防費 災害対策費 備蓄資機材整備費 19,703 4,125 23,828

31 10 教育費 教育総務費 教育振興費
外国人児童生徒教育推進事業
費

681 460 1,141

32 教育研究所費 適応指導教室事業費 4,772 240 5,012

33 ＰＦＩ施設管理費 施設管理運営費 7,216 150 7,366
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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

642 321 1,716 321
養育医療費の給付実績増加に伴い、扶助費の増額費用を
計上する。
＊その他財源：養育医療徴収金

子育て支援
課

53
母子健康包括支援センター事業における新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止対策のため、国補助事業を活用して
アルコール消毒液等を購入する。

子育て支援
課

10,000

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たな販路
開拓や付加価値向上に取り組む沿海漁業協同組合に対し
て、県補助事業との協調補助を行い支援する。
＊その他財源：新型コロナウイルス感染症緊急対策基金

農林水産課

16,237

本年９月の豪雨により、市道側溝に土砂が流入したこと
による土砂撤去や側溝の破損について、市内各所の修繕
を行う。また、長島町駒江地内歩道において樹木の根上
りによる歩道の破損箇所の修繕を行う。

アセットマ
ネジメント

課

4,000
多度町戸津地内における奥赤沢川河川改良工事は、継続
して工事を進めているが、護岸及び法面の劣化が増大し
ているため早期改良工事の進捗を図る。

土木課

4,125

避難所での感染症対策の強化及び避難環境の改善を図る
ために追加配備する資機材や備蓄品を保管するための防
災倉庫を設置(６箇所)するための費用を計上する。
＊その他財源：新型コロナウイルス感染症緊急対策基金

防災・危機
管理課

460

新型コロナウイルス感染症の影響により外国人児童生徒
の保護者に対して連絡や周知を行う機会が増えている。
県補助金の採択を受けて、外国人児童生徒への生活支援
のための通訳・翻訳料の増額費用を計上する。

人権教育課

240
適応指導教室における新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策のため、県補助事業を活用して備品等を購入す
る。

学校支援課

150
託児を行うプレイルーム（くわなメディアライヴ内）に
おける新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、
国補助事業を活用して備品等を購入する。

生涯学習・
スポーツ課

8



連
番

事業名目項款 計補正額補正前額

34 10 教育費 社会教育費 図書館費 一般管理運営費 4,061 3,080 7,141

【国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）】

35 7 諸支出金
償還金及び還付
加算金

償還金 償還金 100 21,685 21,785

【介護保険事業特別会計補正予算（第１号）】

36 2 保険給付費
介護予防サービ
ス等諸費

居宅介護予防サー
ビス給付費

地域密着型介護予防サービス
給付費

14,959 2,450 17,409

37
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 224,449 17,848 242,297

38
特定入所者介護
サービス等費

特定入所者介護
サービス費

特定入所者介護サービス給付
費

211,282 36,588 247,870

連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

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

3,080
図書館における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
として、除菌機等を導入する。
＊その他財源：新型コロナウイルス感染症緊急対策基金

生涯学習・
スポーツ課

(単位:千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

21,685

令和元年度に交付された交付金、納付金の精算返還金
・国民健康保険退職者被保険者等納付金（1,124,948
円）
・特別調整交付金（特定健康診査等負担金分）
（446,000円）
・特別調整交付金（保健事業分）（579,000円）
・国民健康保険給付費（19,634,760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

2,450
地域密着型介護予防サービス費の給付実績増加に伴い、
負担金の増額費用を計上する。
＊その他財源：前年度繰越金

介護高齢課

17,848
高額介護サービス費（償還分）の給付実績増加に伴い、
負担金の増額費用を計上する。
＊その他財源：前年度繰越金

介護高齢課

36,588
特定入所者介護サービス費の給付実績増加に伴い、負担
金の増額費用を計上する。
＊その他財源：前年度繰越金

介護高齢課

補正額の財源内訳
補正額の事業内容 担当課

補正額の事業内容 担当課
補正額の財源内訳
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連
番

事業名目項款 計補正額補正前額

39 6 諸支出金
償還金及び還付
加算金

償還金 償還金 15,000 13,077 28,077

【後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）】

40 1
後期高齢者医
療広域連合納
付金

後期高齢者医療
広域連合納付金

後期高齢者医療広
域連合納付金

一般会計納付金 0 42,751 42,751

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

13,077

令和元年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・社会保険診療報酬（地域支援事業）（5,195,423円）
・介護給付費県負担金（20,195,625円）
・低所得者保険料軽減国負担金（59,868円）
・低所得者保険料軽減県負担金（29,934円）
・地域支援事業費国負担金（1,467,589円）
・地域支援事業費県負担金（1,128,362円）
＊その他財源：前年度繰越金

介護高齢課

(単位:千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,508 38,243
後期高齢者医療広域連合における令和元年度市町負担金
の精算に伴い、過年度負担金を納付する。
＊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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