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【一般会計補正予算（第16号）】

1 4 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 診療体制整備支援負担金 30,650 10,000 40,650

2 予防費
新型コロナウイルスワクチ
ン接種事業費

156,729 653,127 809,856

【一般会計補正予算（第17号）】

3 2 総務費 総務管理費 財産管理費 財政調整基金 3,258 876,686 879,944

4 減債基金 38,351 134,187 172,538

5 情報システム整備基金 4,985 50,012 54,997

6 まちづくり応援基金 78 50,024 50,102

7 桑名駅前整備基金 0 100,000 100,000

8 小中一貫校建設基金 0 100,000 100,000

補正前額
連
番

款 項 目 事業名

連
番

款 項 目 事業名

補正額 計

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

8,924 1,076

できるだけ多くの発熱患者が適切に診療・検査を受けら
れるよう、市内医療機関の診療体制確保を支援する事業
で、コロナウイルス感染症の検査を行う市内医療機関
を、桑名医師会を通じて支援する。
※その他財源：新型コロナウイルス感染症緊急対策基金
繰入金

保健医療課

653,127
本年２月下旬以降、医療従事者等を対象に開始する新型
コロナウイルスワクチン接種について、医療機関実施に
係る負担金及び集団接種に係る費用を計上する。

コロナワクチ
ン接種課

(単位:千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,045 875,641

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
　令和元年度実質収支額
　1,751,281,781×1/2≒875,641,000円
・利子収入積立の増額　1,045千円
※その他財源：利子、配当収入

財政課
会計管理室

46,623 87,564

公債費に係る費用負担に備え、土地売払収入等（46,667
千円）及び令和元年度実質収支額の５％（87,564千円）
を財源として減債基金へ積み立てる。
・積立金の増額　　 134,231千円
・利子収入積立の減額  ▲44千円
※その他財源：土地売払収入及び利子収入等

財政課
会計管理室

12 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   12千円
※その他財源：利子収入

財政課
会計管理室

44 49,980

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積み立てる。
・積立金の増額　  50,000千円
・利子収入積立の増額　24千円
※その他財源：利子収入及び寄附金

地域コミュニ
ティ課

会計管理室

100,000
桑名駅前の整備に要する経費の財源に充てるため、桑名
駅前整備基金を設置し、積み立てる。

駅周辺整備課

100,000
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を設置し、積み立
てる。

新たな学校づ
くり課

担当課

補正額の財源内訳
補正額の主な事業内容 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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補正前額
連
番

款 項 目 事業名 補正額 計

9 2 総務費
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 62,909 38,786 101,695

10 3 民生費 社会福祉費 障害者福祉費 障害者手当給付事業費 95,510 2,050 97,560

11 障害者自立支援費 共同生活援助給付費 177,998 37,186 215,184

12 訓練等給付費 643,417 132,071 775,488

13 生活保護費 扶助費 扶助費 1,632,800 48,000 1,680,800

14 4 衛生費 保健衛生費 環境衛生費 施設維持補修費 289 308 597

15 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 22,000 16,000 38,000

16 ため池等整備事業費 14,200 14,370 28,570

17 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 14,700 21,864 36,564

18 森忠地区道路改良事業費 4,500 5,000 9,500
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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
補正額の主な事業内容 担当課

38,786

地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）からの交
付金請求上限見込み額が確定した事により、これに係る
増額費用を計上する。
・Ｊ－ＬＩＳ交付金請求上限見込額　101,695千円

戸籍・住民登
録課

2,050
障害者手当の支給において、支給対象者数が当初見込み
より増加したことにより、これに係る増額費用を計上す
る。

障害福祉課

18,593 9,297 9,296
共同生活援助給付費において、利用者数及び障害支援区
分が上昇傾向にあることに伴い、これに係る増額費用を
計上する。

障害福祉課

66,036 33,018 33,017
訓練等給付費において、利用者数が当初見込みよりも増
加していることに伴い、これに係る増額費用を計上す
る。

障害福祉課

36,000 12,000
生活保護受給者に対する扶助費において、医療扶助費等
が当初見込みよりも増加が見込まれるため、これに係る
増額費用を計上する。

福祉総務課

250 58

共同浴場における新型コロナウイルス感染症のまん延防
止対策として非接触式検知器（サーモグラフィカメラ）
を４台購入する費用を計上する。
・深谷共同浴場・松ヶ島共同浴場　各２台
※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

保健医療課

18,000 ▲ 1,800 ▲ 200

松蔭東・野代排水機場の更新に係る事業計画書の作成に
おいて、国の補正予算に伴う事業採択がなされたことに
よる増額費用を計上する。
※繰越明許費設定

農林水産課

4,400 9,500 470

蛎塚大ため池改修工事の事業推進及び、馬の頭ため池の
更新に係る事業計画書の作成において、国の補正予算に
伴う事業採択がなされたこと等による増額費用を計上す
る。
※繰越明許費設定

農林水産課

10,682 10,800 382

市道上之輪嘉例川線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、これに係
る増額費用を計上する。
※繰越明許費設定

土木課

4,800 200

森忠地区道路改良事業において、大型排水路整備が完了
し、さらに浸水常襲地区に流入する排水管を大型排水路
へ接続して被害軽減を図るため、これに係る増額費用を
計上する。
※繰越明許費設定

土木課
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補正前額
連
番

款 項 目 事業名 補正額 計

19 8 土木費 都市計画費 街路事業費 桑部播磨線 47,500 41,667 89,167

【国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）】

20 2 保険給付費 葬祭諸費 葬祭費 葬祭費 9,000 1,000 10,000

【介護保険事業特別会計（第２号）】

21 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

施設介護サービス給付費 2,659,029 235,000 2,894,029

22 居宅介護等福祉用具購入費 6,847 1,500 8,347

23 居宅介護等住宅改修費 22,197 2,700 24,897

24
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 83,402 11,000 94,402

25 介護予防住宅改修費 14,782 3,000 17,782

26
高額医療合算介
護サービス等費

高額医療合算介護
サービス費

高額医療合算介護サービス
給付費

31,170 2,500 33,670

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

補正額の財源内訳
補正額の主な事業内容 担当課

41,600 67

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に伴い、これに係る負
担金の増額費用を計上する。
※繰越明許費設定

土木課

(単位:千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,000
申請件数の増加に伴う葬祭費の増額費用を計上する。
当初180件→補正後200件：50,000円×200件

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

19,131 27,677 160,515 27,677

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、これに係る増額費用を計上する。
※その他財源：介護保険料等

介護高齢課

250 187 876 187

要介護認定者が福祉用具を購入した場合に費用の一部を
給付する居宅介護等福祉用具購入費において、当初見込
みよりも増加していることに伴い、これに係る増額費用
を計上する。
※その他財源：介護保険料等

介護高齢課

341 337 1,685 337

要介護認定者が住宅改修を行った場合に費用の一部を給
付する居宅介護等住宅改修費において、当初見込みより
も増加していることに伴い、これに係る増額費用を計上
する。
※その他財源：介護保険料等

介護高齢課

1,470 1,375 6,780 1,375

要支援認定者に対する居宅介護等サービスに係る経費を
給付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、これに係る増額費用を
計上する。
※その他財源：介護保険料等

介護高齢課

489 375 1,761 375

要支援認定者が住宅改修を行った場合に一部を給付する
介護予防住宅改修費において、当初見込みよりも増加し
ていることに伴い、これに係る増額費用を計上する。
※その他財源：介護保険料等

介護高齢課

199 313 1,675 313

年間の介護保険と国保・後期保険に係る負担額を世帯合
算し、所得区分に応じた限度額を超えた額を給付する高
額医療合算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、これに係る増額費用を計
上する。
※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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