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【一般会計補正予算（第９号）】

1 2 総務費 総務管理費
まちづくり拠点施
設費

市民満足度向上事業費
（施設管理費）

0 99 99

2 諸費 国県支出金等返還金 0 140,464 140,464

3 0 21,265 21,265

4 0 10 10

5 0 6,396 6,396

6 0 22,133 22,133

連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

1



(単位:千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

99
現地視察による地域での聴き取り調査の結果に基づき、
大和まちづくり拠点施設のフェンスの一部を撤去し、駐
車場の増設を行う。

地域コミュ
ニティ課

140,464

平成30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（45,698,582円）
・医療扶助費等国庫負担金（89,779,702円）
・介護扶助費等国庫負担金（4,369,594円）
・生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金
（606,158円）
・隣保館運営費等補助金（9,000円）

福祉総務課

21,265

平成30年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・児童手当交付金（40,000円）
・児童扶養手当負担金（258,010円）
・子ども・子育て支援交付金（3,685,000円）
・子どものための教育・保育給付費国庫負担金
（8,340,756円）
・母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
（1,176,000円）
・児童手当県負担金（10,000円）
・地域子ども・子育て支援事業費補助金
（3,685,000円）
・施設型給付費・地域型保育給付費県費負担金
（4,069,848円）

子ども未来
課

10
平成30年度に交付された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

6,396

平成30年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・障害児入所給付費等国・県負担金
（6,060,637円）
・児童虐待ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金
（335,000円）

子育て支援
課

22,133

平成30年度に交付された負担金・補助金の精算返還金
・自立支援給付費国・県負担金（13,685,512円）
・障害者医療費国庫負担金（8,238,122円）
・特別障害者手当等給付費国庫負担金
（21,975円）
・地域生活支援事業費等国・県補助金
（187,000円）

障害福祉課

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

7 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 15,777 246 16,023

8 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 197,939 40,991 238,930

9 子育て支援拠点施設事業費 50,962 568 51,530

10 一時保育事業費 3,409 152 3,561

11 児童通所支援給付事業費 346,466 53,000 399,466

12 児童措置費 施設型給付費 1,972,969 170,632 2,143,601

13 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 6,617 3,300 9,917

14 6 農林水産業費 農林水産業費 農林水産業総務費 農地中間管理事業費 50 332 382

15 農地総務費 湛水防除事業 800 950 1,750
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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

246

国がマイナンバーカードの交付申請を申請時来庁方式で
行うことや、タブレットでの申請を奨励しており、補助
対象となる消耗品や印刷製本費等を計上する。
・事業用消耗品（カメラ・タブレット等）126千円
・印刷製本費（送付用封筒、台紙）90千円
・通信運搬費　30千円

戸籍・住民
登録課

13,440 13,350 14,201
学童保育所（放課後児童クラブ）の利用者の増加及び国
県交付金要綱の改定による単価の引き上げに伴い増額す
る。

子ども未来
課

189 189 190
子育て支援センターの事業委託について、国県交付金要
綱の改定による単価の引き上げに伴い増額する。

子ども未来
課

50 50 52
一時預かり事業の事業委託について、国県交付金要綱の
改定による単価の引き上げに伴い増額する。

子ども未来
課

26,500 13,250 13,250
障害児発達支援サービスの利用増及び国の報酬改定によ
る報酬単価の引き上げに伴い増額する。

子育て支援
課

70,095 66,677 33,860
幼稚園、保育所及び認定こども園への給付について、国
の公定価格の改定による単価の引き上げに伴い増額す
る。

子ども未来
課

1,457 729 385 729
本年９月までの給付実績が昨年度に比べて増加している
ことを踏まえ、給付見込額を増額する。
＊その他財源：養育医療徴収金

子育て支援
課

332
県の事業採択に伴い、地権者３名に対する農地中間管理
事業による集積協力金を計上する。

農林水産課

800 150
基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業（長島中部地
区）の計画変更に伴い、大島排水機場整備に係る市の負
担金を増額する。

農林水産課
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連
番

款 項 目 事業名 補正前額 補正額 計

16 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 1,100 13,900 15,000

17 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）

15,600 2,250 17,850

18
市民満足度向上事業費
（道路施設管理費）

0 4,650 4,650

19 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）

3,200 5,830 9,030

20 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）

2,400 1,800 4,200

21 都市計画費 都市計画総務費 屋外広告物簡易除却事業費 29 935 964

22
多度町力尾地区緊急自然災害
防止対策事業

0 31,477 31,477

23 公園費 （仮称）堂ヶ峰公園 0 7,300 7,300

24 9 消防費 消防費 非常備消防費 消防団活動費 51,373 2,552 53,925
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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

12,500 1,400
県営ため池等整備事業（蛎塚大溜池地区）の事業進捗に
伴い、市の負担金を増額する。

農林水産課

2,250
現地視察による地域での聴き取り調査の結果に基づき、
路肩浸食防止修繕を行う。

アセットマ
ネジメント

課

4,650
現地視察による地域での聴き取り調査の結果に基づき、
道路交差点右折レーン増設により渋滞の緩和並びに通行
車両の安全を図る。

アセットマ
ネジメント

課

5,830
現地視察による地域での聴き取り調査の結果に基づき、
区画線や看板等の交通安全施設の修繕を行う。

アセットマ
ネジメント

課

1,800
現地視察による地域での聴き取り調査の結果に基づき、
柵板破損による水路断面改修を図る。

アセットマ
ネジメント

課

935
令和２年４月１日から屋外広告物に関する業務が三重県
から権限移譲されることに伴い、業務に係る器具等の準
備経費を増額する。

都市整備課

31,400 77

本年９月の大雨により市が管理する緑地の土砂が崩落
し、事業中である多度力尾土地区画整理事業の施行区域
内であることから、同組合と協定を締結し、組合におい
て事業を実施するための建設事業負担金を計上する。

都市整備課

6,900 400
事業用地東側の境界における安全対策の為、新たに防護
柵を設置する整備工事を行う。

生涯学習・
スポーツ課

850 1,702

消防団設備整備費補助金（消防団救助能力向上資機材緊
急整備事業）を活用して、消防団員用トランシーバー
100台（各分団へ3台ずつ、団本部については個人貸与）
を配備する。

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

25 10 教育費 小学校費 学校管理費 施設維持補修費 36,948 25,334 62,282

26
市民満足度向上事業費
（施設管理費）

0 2,824 2,824

27 中学校費 学校管理費 施設維持補修費 33,487 11,187 44,674

28 その他施設整備費 0 6,421 6,421

29 幼稚園費 幼稚園費 施設維持補修費 3,685 1,024 4,709

30

31
【債務負担行為】
多度地区小中一貫校多機能複合化事業測量等検討業務委託料

15,340

（限度額）

【債務負担行為】
地方版総合戦略策定業務委託料

4,895
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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

1,201 24,133

台風10号及び本年９月に発生した大雨の被害に対する市
立小学校の施設修繕料を計上する。また、老朽化に伴う
ものや日常的に必要な市立小学校の施設修繕料を増額す
る。
＊その他財源：全国市有物件災害共済会保険金

教育総務課

2,824

本年２月に大成小学校敷地内の一部が土砂災害特別警戒
区域に指定され、現地視察による地域での聴き取り調査
の結果も踏まえ、早急に安全対策を行うための樹木伐
採・剪定業務委託料を計上する。

教育総務課

11,187

台風10号及び本年９月に発生した大雨の被害に対する市
立中学校の施設修繕料を計上する。また、老朽化に伴う
ものや日常的に必要な市立中学校の施設修繕料を増額す
る。

教育総務課

6,421
北勢線通学定期券の運賃改定に伴い、通学手段の変更
（電車から自転車）に対応するため、明正中学校におい
て駐輪場の整備を図る。

教育総務課

1,024

台風10号及び本年９月に発生した大雨の被害に対する市
立幼稚園の施設修繕料を計上する。また、老朽化に伴う
ものや日常的に必要な市立幼稚園の施設修繕料を増額す
る。

教育総務課

（債務負担行為の内容）

4,895

本年12月に国から示される第２期「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」に基づき地方版総合戦略を策定する。

・期間：令和元年度～令和２年度
・限度額：4,895千円

まちづくり
推進課

15,340

多度地区小中一貫校多機能複合化事業において建設候補
地が決まり、用地買収に向けて建設候補地の現地測量・
用地測量等を行う。

・期間：令和元年度～令和２年度
・限度額：15,340千円

まちづくり
推進課

（限度額の財源内訳)
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【国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）】

1 7 諸支出金
償還金及び還付
加算金

償還金 償還金 100 13,605 13,705

【介護保険事業特別会計補正予算（第４号）】

1 6 諸支出金
償還金及び還付
加算金

償還金 償還金 15,000 128,808 143,808

補正前額 補正額 計

補正額 計

連
番

款 項 目 事業名

補正前額
連
番

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

13,605

平成30年度に交付された交付金の精算返還金
・国民健康保険保険給付費等交付金
（13,704,721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

128,808

平成30年度に交付された負担金の精算返還金
・介護給付費国負担金（77,017,560円）
・介護給付費県負担金（49,820,729円）
・地域支援事業費国負担金（3,791,701円）
・地域支援事業費県負担金（2,148,009円）
＊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

補正額の財源内訳
補正額の事業内容 担当課
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