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【一般会計補正予算（第４号）】

1 2 総務費 総務管理費 情報推進費 AI等活用推進事業費 3,371 4,266 7,637

2 3 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 子ども・子育て支援事業費 0 19,190 19,190

3 児童措置費 児童扶養手当給付費 499,334 1,505 500,839

4 施設型給付費 1,873,662 99,307 1,972,969

5
子育てのための施設等利用給
付費

0 171,457 171,457

6 環境保全対策費 安全対策費 特殊詐欺根絶関係啓発費 0 349 349

7 6 農林水産業費 農林水産業費 農地総務費 ため池等整備事業調査費 0 700 700

8 8 土木費 土木管理費 土木総務費 木造住宅耐震事業費 6,024 1,500 7,524

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

1,530 2,736

RPA導入に関して、昨年度、3事業を対象に実証実験を行
い効果が認められたので、今年度、3事業の本格稼働を
行うとともに、対象事業を順次拡大していく。また、
RPAの活用を推進するため、職員対象の研修を行う。
・ライセンス使用料1,334千円
・シナリオ作成、保守、研修等委託2,932千円

まちづくり
推進課

19,190

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、国より自治体
への事務費支援が通知されたため、幼児教育・保育の無
償化に係る事務費を計上（国補助100%)し、事務の執行
にあたる。

子ども未来
課

1,505

児童扶養手当受給者の内、未婚のひとり親に対し17,500
円の給付を行う。
・給付基準日（令和元年10月31日）の対象者数（見込
み）　86名

子ども未来
課

217,923 13,119 ▲ 131,735

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、子どものため
の教育・保育給付の対象である事業等について、対象者
に費用を支給する。
＊その他財源：私立保育所負担金

子ども未来
課

129,241 42,216

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、子どものため
の教育・保育給付の対象外である未移行幼稚園、認可外
保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育
事業、ファミリーサポートセンター事業等について、対
象者に費用（上限額あり）を支給する。

子ども未来
課

349

桑名市特殊詐欺根絶条例の制定に伴い、振り込め詐欺を
はじめとした特殊詐欺に対して、関係機関との連携はも
とより、広く市民への啓発を行っていくために必要な経
費を計上する。
・啓発用事業消耗品・・・・269千円
(ポケットティッシュ・幟・懸垂幕等）
・啓発用印刷物・・・・80千円
（チラシ・ポスター）

環境安全課

700
防災重点ため池の再設定に伴い、自然災害により被害を
及ぼす恐れのあるため池について、浸水想定区域の調査
を行う。

農林水産課

750 750

昭和56年５月以前に建築された木造住宅のうち耐震性が
ないと判断されたものに係る除却補助について、受付開
始日の開庁時点で当初予算枠を超える申請者数があり、
また、それ以降も申請提出希望者の相談件数が増加して
いるため、補助金を５件分増額補正計上する。
（当初８件分⇒補正後13件分）

都市整備課

担当課
補正額の財源内訳

補正額の事業内容
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連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

9 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 23,400 23,400

10 道路新設改良費 安全対策事業費 4,000 21,100 25,100

11 交通安全対策費
通学路等緊急安全対策事業費
（交通安全施設設置費）

0 45,900 45,900

12
市民満足度向上事業費
（交通安全施設設置費）

0 3,200 3,200

13 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 2,400 2,400

14 河川新設改良費 河川改良事業費 2,000 12,000 14,000

15 都市計画費 公園費
市民満足度向上事業費
（公園施設維持補修費）

0 750 750

16
土地区画整理事業
費

桑名駅周辺施設整備事業費 4,940 9,680 14,620

17 9 消防費 消防費 常備消防費 貸与被服費 6,525 1,653 8,178
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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
補正額の事業内容

23,400
各自治会聞取り調査に伴い、道路修繕・側溝整備、根上
がり修繕（伐倒していない樹木）を行う。著しく老朽化
した道路施設の機能回復の進捗を図る。

アセットマ
ネジメント

課
・

土木課

11,605 8,500 995

踏切道改良促進法にて指定された改良すべき踏切道につ
いて、鉄道事業者との協議を進め、令和２年度までに対
策を完了する。
・市道東金井２号線設計業務委託（近鉄伊勢朝日第２号
踏切）　21,100千円 【道路橋りょう事業債】

土木課

45,900

大津市で発生した交通死亡事故を受け、保育園・幼稚
園・小学校・中学校の通学路等安全施設の新設及び修繕
費を計上する。
・教育委員会所管分
標示43件、ガードレール等13件
・子ども未来課所管分
標示13件、ガードレール等13件

アセットマ
ネジメント

課

3,200
各自治会聞取り調査に伴い、交通安全施設の修繕を行
う。
・区画線設置修繕　3,200千円

アセットマ
ネジメント

課

2,400
各自治会聞取り調査に伴い、雑木による河川支障木の撤
去を行う。
・雑木伐倒費　2,400千円

アセットマ
ネジメント

課

11,400 600

６月に宇路田川の擁壁が壊れ、水路を塞ぐ事故が発生し
た。近隣も同様の事故が発生する恐れがあり、被害を未
然に防ぐため、新規水路壁を設置する。
・宇路田川右岸改修工事　12,000千円 【合併特例事業
債】
・河川修繕工事　L=70m

土木課

750
各自治会聞取り調査に伴い、九華公園内の水門止水修繕
を行う。
・水門漏水修繕　750千円

アセットマ
ネジメント

課

9,680

桑名駅周辺複合施設等整備事業者提案の内容如何に関わ
らず桑名駅自由通路供用時に必要とする最低限の広場機
能を整備するため、桑名駅東口駅前広場の測量及び実施
設計を計上する。
・桑名駅東口駅前広場測量及び実施設計　9,680千円
【繰越明許費設定】

駅周辺整備
課

589 1,064
令和２年度新規採用予定者数の変更（７名から12名）に
伴い、５名分の貸与被服の購入経費を増額する。
＊その他財源：消防本部経費負担金

消防本部総
務課
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連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

18 9 消防費 消防費 常備消防費 消防関係経費 5,359 1,045 6,404

19 災害対策費 広域避難計画策定事業費 0 3,529 3,529

20 10 教育費 保健体育費 学校保健体育費
通学路等緊急安全対策事業費
（園児・児童・生徒安全対策
事業費）

0 396 396

21 14 災害復旧費
公共土木施設災
害復旧費

河川施設災害復旧
費

河川施設 0 12,100 12,100
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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
補正額の事業内容

372 673
令和２年度新規採用予定者数の変更（７名から12名）に
伴い、５名分の防火衣一式の購入経費を増額する。
＊その他財源：消防本部経費負担金

消防本部総
務課

1,764 1,765

南海トラフ巨大地震の発生が危惧される中、「南海トラ
フ地震防災対策推進基本計画（令和元年５月31日、中央
防災会議）」において、地域住民等の避難行動に関し、
避難対象地域別の避難場所、避難経路等について明示す
ることが求められたことから、市内の津波浸水想定区域
内の世帯を対象に避難行動に関するアンケート調査を実
施し、市域内での広域避難計画の基礎資料を作成する。

防災・危機
管理課

396
大津市で発生した交通死亡事故をはじめとした昨今の交
通事故を受け、園児・児童・生徒の安全対策のため、ス
クールゾーン表示の予算を計上する。

教育総務課

12,100

７月の豪雨に起因して上松白川の護岸および河川の管理
用道路擁壁が損傷したことにより、災害復旧に係る費用
を計上する。
・上松白川河川災害支援業務委託
　測量、設計、積算一式
　12,100千円 【一般単独災害復旧事業債】

土木課
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