
財　　　務　　　課

令和２年度　２月補正予算

説明資料



■ 一般会計補正予算の推移

当 初 予 算 額 18,141,702 千円

専決第１号（４月） 7,000 千円

補正第１号（４月） 250,000 千円

補正第２号（５月） 3,029,300 千円

補正第３号（６月） 227,172 千円

補正第４号（６月追加） 135,757 千円

補正第５号（９月） 519,664 千円

補正第６号（９月追加） 80,669 千円

補正第７号（１０月） 343,571 千円

専決第２号（１１月） 81,400 千円

補正第８号（１２月） 293,215 千円

補正第９号（１２月追加） 13,307 千円

補正第１０号（２月） 188,358 千円

２ 月  補 正 後 23,311,115 千円



令和２年度　一般会計　２月補正予算の内容

【歳出】 （単位：千円）

所属 款・項・目 事務事業 補正額 主な内容
予算書
ページ

ご長寿ほっこり事業 1,080 時間外勤務手当 1,080 － 歳出 7,8

報酬（会計年度任用職員） 291

時間外勤務手当 270 －

費用弁償（会計年度任用職員） 11

感染症対策用備品 3,000
引田支所の空きスペースを活用し、リ
モートワーク環境を整える

－ 歳出 7,8 2

大川広域行政組合運営費負担
金

780
感染患者の搬送などに従事した職員に
支給される特殊勤務手当に対する構成
市負担金

－ 歳出 7,8 3

地域創生課 商工振興事業 6,800 地域総合振興事業補助金 6,800
市商工会が実施する商品券事業に対
する補助金（子育て世帯対象）

－ 歳出 7,8 4

消耗品費 162

印刷製本費 74

通信運搬費 1,035

ご長寿ほっこり事業委託料 48,952

消耗品費 100

通信運搬費 265 －

感染症対応従事者支援金 62,900

障害福祉サービス事
業所支援金事業

3,600
障害福祉サービス事業所支援
金

3,600
感染症の影響を受けながらも障害福祉
サービスを提供している事業所に対す
る支援

－ 歳出 7,8 7

消耗品費 129

医薬材料費 55

印刷製本費 465

通信運搬費 1,176

審査支払手数料 150

コールセンター運営委託料 2,970

予防接種委託料 9,108

ワクチン配送委託料 1,320

予防接種用備品 3,898

補正額の内訳 特定財源

2 総務費
1 総務管理費
21 新型コロナウィ
ルス対策事業費

保健課 予防事業
新型コロナウイルスワクチン接種に要す
る費用

新型コロナウイルスワクチン接
種体制確保事業費補助金

新型コロナウイルスワクチン接
種対策費負担金

（国庫支出金）

（国庫支出金）

10,163

9,108

総務課

福祉課

財務課

19,271

ご長寿ほっこり事業

感染症対応従事者
等支援金事業

63,265

50,223
感染症の影響によりさまざまな制約を受
けている高齢者に対する応援

感染症の影響を受けながらも医療・介
護・障害福祉サービスに従事している市
民に対する支援

歳入 5,6
歳出 7,8

新型コロナウイルス対策事業に係る人
件費感染症対応従事者

等支援金事業
572

3,780予防事業

歳出 7,8

－ 歳出 7,8

歳出 7,8

1

5

6

8
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所属 款・項・目 事務事業 補正額 主な内容
予算書
ページ

補正額の内訳 特定財源

保健課
医療施設等支援・協
力金事業

21,500 医療施設等支援・協力金 21,500

感染症の影響を受けながらも医療等を
提供している事業所に対する支援及び
新型コロナウイルスワクチン接種に対す
る協力金

－ 歳出 7,8 9

介護保険課
介護サービス事業所
等支援金事業

11,000 介護サービス事業所等支援金 11,000
感染症の影響を受けながらも介護サー
ビスを提供している事業所に対する支
援

－ 歳出 7,8 10

消耗品費 3,978 （国庫支出金）
感染症対策等の学校教育活動
継続支援事業補助金

2,075

感染症対策用備品 1,649

消耗品費 559

保育対策総合支援事業費補助
金

1,081

188,358

【歳入】 （単位：千円）

国庫支出金 21,346

県 支 出 金 0

地　 方　 債 0

そ　 の　 他 0

167,012

188,358

2 総務費
1 総務管理費
21 新型コロナウィ
ルス対策事業費

計

計

特定財源

＜主な内容＞上記の特定財源

一　般　財　源 ＜主な内容＞財政調整基金繰入金 167,012

歳出 7,8－
認定こども園等で必要な感染症対策用
品の購入

学校教育課

予防事業子育て支援課 1,640

小・中学校、給食センターで必要な感染
症対策用品の購入

予防事業 5,627
歳入 5,6
歳出 7,8

12

11
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（追加） （単位　千円）

事業名 金額

商工振興事業 6,800 1

予防事業 30,318 2

ご長寿ほっこり事業 51,303 3

感染症対応従事者等支援金事業 63,837 4

障害福祉サービス事業所支援金事業 3,600 5

介護サービス事業所等支援金事業 11,000 6

医療施設等支援・協力金事業 21,500 7

188,358

第　２　表　　繰　越　明　許　費　補　正

款 項

合　　　計（７事業）

2 総務費 1 総務管理費
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