
Ⅰ．一般会計補正予算（案）　第８号（冒頭審議分）および第９号について

１．補正予算（案）の規模
（単位：千円）

※令和2年度は、12月提出（補正予算（第6号）、補正予算（第7号）、補正予算（第8号））分の合計

２．補正予算（案）・第8号（冒頭審議分）

（１）歳出予算の概要

（単位：千円）

1

（２）歳入予算の概要

（単位：千円）

○債務負担（追加）

1事業 （単位：千円）

1

令和３年度１２月補正予算（案）について

一般会計 令和3年度 令和2年度 対前年度伸び率

補正予算(第9号) 382,061

現計予算 150,031,265 174,992,960 ▲ 14.3%

合　計 151,497,818 177,261,375 ▲ 14.5%

◎ は、市独自のコロナ対策事業

補正予算(第8号) 1,084,492

2,268,415 ▲ 35.3%

事業名 事業内容 事業費 所管

新型コロナウイルスワクチン接種
事業

新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種を実施する
ための、接種体制の整備・確保にかかる委託料など

643,166 健康福祉部

2 ◎ 中小企業事業継続支援事業

（事業継続緊急支援金［第4期］（10月分））
飲食店への時短要請や外出自粛要請などの影響を受
け、売上が減少した事業者に対して、国や県の制度に
上乗せして支援する補助金

201,326

（感染症拡大防止対策強化補助金）
来店型店舗等の感染拡大防止対策強化のための工
事や物品購入に係る経費への補助金

240,000

商工観光労働部

合計（2事業） 1,084,492

国庫支出金 1,084,492

うち地方創生臨時交付金 441,326

項　目 金　額

事業名 期　間 限度額

合　計 1,084,492

新型コロナウイルスワクチン接種事業 令和3年度～令和4年度 354,000

市長定例記者会見資料
令和3年11月24日
総合政策部 財政課

※
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３．補正予算（案）・第9号

（１）歳出予算の概要

（単位：千円）

事業

事業

事業

（ⅱ）　災害対応・減災対策 事業

（ⅲ）　事業進捗等によるもの 事業

（ⅳ）　人件費 事業

（ⅴ）　減額補正によるもの 事業

事業

【参考】 

（２）歳入予算の概要

（３）補正予算（案）に計上している事業

（ⅰ）　新型コロナウイルス感染症対策に伴うもの

①　感染症予防対策 （単位：千円）

1

2 ◎

3

区　分 対応状況

②　新しい生活様式への対応 1 6,600

（ⅰ）　新型コロナウイルス感染症対策に伴うもの 4 284,100

①　感染症予防対策 3 277,500

7 ▲ 206,738

合　計 25 382,061

（ⅰ）のうち市独自のコロナ対策事業 ◎　1事業 55,000千円

6 123,100

7 108,064

1 73,535

（単位：千円）

項　目 金　額

うち地方創生臨時交付金 61,600

県支出金 ▲ 91,324

国庫支出金 217,272

繰越金 191,473

諸収入 ▲ 29,980

寄附金 45,740

繰入金 ▲ 35,420

市債 84,300

合　計 382,061

◎ は、市独自のコロナ対策事業

事業名 事業内容 事業費 所管

新型コロナウイルス感染症予防対
策費

濃厚接触者に対するPCR検査手数料、保険適用検査
（公費負担分）委託料など

212,500

健康福祉部

学校感染症予防対策事業
市立小・中・特別支援及び高等学校における、感染症
対策等に必要となる消耗品の購入にかかる経費

10,000 教育部

新型コロナウイルス感染症予防対
策費

社会福祉施設、保育所及び学校等における感染拡大
防止のため、施設従事者を対象としたPCR検査委託料

55,000

合計（3事業） 277,500
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②　新しい生活様式への対応 （単位：千円）

1

（ⅱ）　災害対応・減災対策 （単位：千円）

1

2

3

4

5

6

（ⅲ）　事業進捗等によるもの （単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

事業名 事業内容 事業費 所管

教育ICT活用事業
学習者用端末の持ち帰り学習等を実施するためのモ
バイルWi-Fiルータの購入経費

6,600 教育部

（ⅰ）新型コロナウイルス感染症対策に伴うものの合計〔4事業〕
（①＋②）

284,100

合計（1事業） 6,600

事業名 事業内容 事業費 所管

地域企業育成事業
大雨等による浸水被害を受け、事業継続力強化計画
の認定を受けている事業者が行う止水板等の設置に
要する経費に対する補助金など

16,200 商工観光労働部

住生活推進事業
大雨等による浸水被害を受けた住宅への止水板等の
設置に要する経費に対する補助金

6,000

都市建設部市街地浸水対策事業
池町川へのフラップゲートの設置工事について、福岡
県と連携し、計画を前倒して実施するもの

37,800

道路災害復旧事業
8月の大雨により被災した道路施設の被害に対する復
旧費用

38,000

小学校施設災害復旧事業
台風14号により被災した学校施設の被害に対する復
旧費用

17,000 教育部

特定地域生活排水処理事業特
別会計繰出金

8月の大雨により被災した市町村設置型浄化槽の復旧
経費に対する特別会計への繰出金

8,100 上下水道部

合計（6事業） 123,100

事業名 事業内容 事業費 所管

特別障害等手当 障害児福祉手当の申請者増に対応するための扶助費 14,800 健康福祉部

児童手当支給事務費
児童手当法改正に対応するためのシステム改修委託
料

3,685 子ども未来部

小児慢性特定疾病医療給付費
小児慢性特定疾病医療給付費の申請増に対応する
ための扶助費

24,700 健康福祉部

未熟児養育医療給付費
未熟児養育医療給付費の申請増に対応するための扶
助費

3,600 子ども未来部

市民とつくる花と緑のまちづくり事
業

久留米みどりの市民会議等からの寄附金を久留米市
緑化基金へ積み立てるもの

49,500

都市公園整備事業
補助事業の事業進捗を図るため、事業費を組み替え
るもの

-

都市建設部

返還金 過年度の国県支出金の精算に伴う返還金など 11,779
市民文化部
健康福祉部

合計（7事業） 108,064
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（ⅳ）　人件費 （単位：千円）

1

（ⅴ）　減額補正によるもの （単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

○繰越明許費（追加）

9事業 （単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

事業名 事業内容 事業費 所管

人件費 時間外勤務手当の増加など 73,535 総務部

合計（1事業） 73,535

事業名 事業内容 事業費 所管

農業まつり事業 農業まつり（11月）の中止に伴う補助金の減額 ▲ 9,779 農政部

四季のイベント振興事業
コスモスフェスティバル（10月）、ふるさとみづま祭（11
月）、田主丸耳納の市（11月）の中止に伴う補助金の
減額

▲ 15,297 商工観光労働部

文化創造事業
新型コロナウイルス感染症の影響による久留米シティ
プラザでの自主公演中止に伴う経費の減額

▲ 15,000

市民文化部

久留米シティプラザ提携事業チ
ケット等販売負担金

新型コロナウイルス感染症の影響による公演中止等の
ため、不用となった販売負担金の減額

▲ 27,000

久留米入城400年事業 久留米入城400年事業の規模縮小に伴う経費の減額 ▲ 9,118

体験活動推進事業 少年の翼（8月）の中止に伴う補助金の減額 ▲ 2,900

MICE誘致推進事業
東京2020オリンピック・パラリンピック事前キャンプ等事
業の規模縮小に伴う補助金の減額

▲ 127,644

合計（7事業） ▲ 206,738

障害者福祉施設整備促進事業 － 31,850

高齢者福祉施設等整備促進事業 － 170,300

事業名 補正前　金額 補正後　金額

中心市街地再整備事業 － 573,300

鉄道利用促進事業 － 59,000

地域企業育成事業 － 13,500

橋りょう新設改良事業 － 24,500

小学校施設災害復旧事業 － 17,000

都市公園整備事業 － 37,300

道路災害復旧事業 － 27,000
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○繰越明許費（変更）

2事業 （単位：千円）

1

2

○債務負担行為（追加）

2事業 （単位：千円）

1

2

○債務負担行為（変更）

1事業 （単位：千円）

1

Ⅱ．特別会計補正予算（案）について

介護保険事業特別会計補正予算（案）・第2号

１．補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

1

特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（案）・第1号

１．補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

1

担当課 総合政策部財政課

担当者名 物部・田中・伊藤

電話番号 ０９４２－３０－９１１７

事業名 補正前　金額 補正後　金額

道路新設改良事業 378,000 404,200

河川排水路改良事業 349,300 376,300

事　項 期　間 限度額

マイナンバー関連事業 令和4年度 91,400

事　項 補正前　限度額 補正後　限度額

国施行橋りょう改良事業地元負担金 150,000 200,000

教育ICT活用事業 令和4年度～令和5年度 98,800

介護給付費準備基金積立金
第7期介護保険事業計画期間における決算剰余金
の基金への積立金

302,385 健康福祉部

合計（1事業） 302,385

事業名 事業内容 事業費 所　管

合計（1事業） 8,100

事業名 事業内容 事業費 所　管

施設維持費
８月の大雨により被災した市町村設置型浄化槽（城島
地域）の復旧費

8,100 上下水道部
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