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【一般会計補正予算（第２号）】

1 4 衛生費 保健衛生費 予防費 成人予防接種事業費 60,439 44,784 105,223

【一般会計補正予算（第３号）】

1 2 総務費 総務管理費 諸費 コミュニティ支援事業助成金 0 4,700 4,700

2 3 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費
低所得者・子育て世帯向けプ
レミアム付商品券事業費

84,553 119,500 204,053

3 児童福祉費 児童福祉総務費 保育所管理運営事務費 2,260 6,889 9,149

4 児童措置費 児童扶養手当給付費 418,808 80,526 499,334

5 保育所費 施設維持補修費 4,038 15,660 19,698

6 6 農林水産業費 農林水産業費 農林水産業振興費 新規就農者総合支援事業費 6,000 3,000 9,000

7 経営体育成支援事業費 0 1,250 1,250

目 事業名 補正前額款
連
番

補正額 計項

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

15,965 28,819

風しんの感染拡大防止のため、従来の子どもに対する予
防接種や妊娠を希望する女性等に対する施策に加え、追
加的対策として抗体保有率の低い世代の男性に対する抗
体検査・予防接種を実施する。

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

4,700

一般財団法人自治総合センターが行う宝くじ助成事業に
おいて、以下の団体に対し、コミュニティ支援事業助成
金を交付する。
・かおるヶ丘自治会（防犯灯・公民館備品等整備）2,400千円
・福江町自治会（防犯灯・石取祭装飾品整備）2,300千円
＊その他財源：コミュニティ助成事業助成金

地域コミュ
ニティ課

119,500

令和元年10月の消費税・地方消費税の10％への引上げが
低所得者・子育て世帯（０～２歳児）の消費に与える影
響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支
えすることを目的として、プレミアム付商品券の販売を
行う。

福祉総務課

6,889
令和元年10月より開始予定の幼児教育・保育の無償化の
実施に係るシステム改修を行う。

子ども未来
課

26,842 53,684
児童扶養手当の支払回数が年３回から年６回に変更され
ることに伴う増額分を計上する。

子ども未来
課

15,660
長島中部保育所のエアコンの室外機制御盤及び圧縮機の
故障による空調稼働不可に伴い、修繕を行う。

子ども未来
課

3,000
就農後の安定を図るため、新規就農者の支援事業費を増
額する。
・一人あたり1,500千円×２名分増

農林水産課

1,250
台風、豪雨への対策のため、農業用ハウス強靭化緊急対
策事業に基づき、農業用ハウスの補強や防風ネットの設
置を支援するための補助金を計上する。

農林水産課

補正額の財源内訳
補正額の事業内容 担当課

担当課
補正額の財源内訳

補正額の事業内容
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目 事業名 補正前額款
連
番

補正額 計項

8 8 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費 市道改良事業費 1,900 20,700 22,600

9
道路老朽化対策事業費
（公共施設等適正管理推進事
業費）

9,500 15,700 25,200

10 9 消防費 消防費 非常備消防費 貸与被服費 1,056 1,002 2,058

11 10 教育費 教育総務費 教育振興費 道徳教育総合支援事業費 0 512 512

12
インターネット対策推進事業
費

0 899 899

13 人権教育推進事業費 930 150 1,080

14 小学校費 教育振興費 要保護、準要保護就学援助費 40,959 1,781 42,740

15 特別支援教育就学奨励費 6,865 513 7,378

16 中学校費 学校管理費 施設維持補修費 14,011 19,476 33,487
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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

15,600 5,100
地元との合意形成に基づく橋梁拡幅工事及び、平成30年
度末の浸水対策調査結果を踏まえ、特に浸水が多発して
いる地区の浸水軽減策に着手する。

土木課

14,100 1,600
交通量の多い路線で傷んだ舗装を下水道整備工事と同時
施工にて復旧する。

土木課

1,000 2

消防団員に配布している活動服を、より視認性の高い新
しい仕様のものにすることで、夜間等の視界が悪い中で
の活動時の安全性を高めるとともに、消防団員の活動充
実を図る。
＊その他財源：コミュニティ助成事業助成金

消防本部
総務課

512

指定した教材を活用した授業実践交流として、市内小中
学校道徳教育推進教師を対象に、道徳教育推進教師研修
会を実施し、道徳科の特質を活かした効果的で質の高い
指導方法について研修を深める。また、指定した教材を
活用した授業公開を桑名市道徳教育推進会議研修会の中
で実施し、外部講師による講話と演習を実施するととも
に、情報交換を充実させる。

学校支援課

899

ネット対策地域スタートアップ実行委員会（桑名市教育
委員会･桑名市ＰＴＡ連合会･事業推進モデル中学校ブ
ロック代表,同市民代表など）を組織し、「子どもたち
とともにつくるインターネット社会」というテーマで外
部有識者による講演や、児童生徒と保護者が協働する
ワークショップ等を行う。

学校支援課

150

三重県教育委員会の「人権教育研究推進事業」を受け、
教員の指導力向上や地域の特色を生かした取組みの推進
を目的に、北勢地区人権・同和教育研究協議会による来
年度の発表校（陵成中学校）への外部講師派遣や、先進
校への視察を行う。

人権教育課

2 1,779
経済的な理由により就学困難な児童に支給する就学援助
費について、単価引上げによる増額を行う。

教育総務課

266 247
特別支援学級への就学事情を考慮し、経済的支援が必要
な児童について支給する就学奨励費について、単価引上
げによる増額を行う。

教育総務課

19,476
陽和中学校体育館の天井材（見切り縁）が落下する事案
があったことから、応急安全対策を行った後、施設修繕
を行う。

教育総務課
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目 事業名 補正前額款
連
番

補正額 計項

17 10 教育費 中学校費 教育振興費 要保護、準要保護就学援助費 36,458 2,864 39,322

18 特別支援教育就学奨励費 3,327 474 3,801
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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

23 2,841
経済的な理由により就学困難な生徒に支給する就学援助
費について、単価引上げによる増額を行う。

教育総務課

250 224
特別支援学級への就学事情を考慮し、経済的支援が必要
な生徒について支給する就学奨励費について、単価引上
げによる増額を行う。

教育総務課
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