
一般会計補正予算（案）　第３号について

１．補正予算（案）の規模
（単位：千円）

２．歳出予算の概要

（単位：千円）

事業

事業

事業

事業

（ⅱ）　事業進捗等によるもの 事業

事業

【参考】 

３．歳入予算の概要

市債 266,100

合　計 3,453,887

県支出金 166,363

繰入金 266,320

国庫支出金 2,755,104

うち地方創生臨時交付金 1,408,669

（ⅰ）のうち市独自の単独事業 ◎　19事業 1,616,296千円

（単位：千円）

項　目 金　額

3 317,352

合　計 31 3,453,887

①　感染症予防対策 5 1,322,742

②　市民・事業者支援 15 1,392,119

28 3,136,535

補正予算(第3号)※ 3,453,887 2,250,606 53.5%

③　新しい生活様式への対応 8 421,674

令和３年度６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

合　計 146,583,712 170,988,920 ▲ 14.3%

現計予算 143,129,825 168,738,314 ▲ 15.2%

※令和2年度は、補正予算（第3号）及び（第4号）の合計

区　分 対応状況

（ⅰ）　新型コロナウイルス感染症対策に伴うもの

市長定例記者会見資料
令和3年6月3日

総合政策部 財政課
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４．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 ◎

4

5

②　市民・事業者支援 （単位：千円）

1 ◎

2 ◎

3 ◎

4 ◎

5 ◎

6

7 ◎

8 農業労働力確保緊急対策事業
入国制限などによる農業雇用労働力の不足を補うた
め、外国人技能実習生等の在留期間延長に要する申
請手数料および賃金の掛かり増し経費等への補助金

10,902 農政部

自殺対策事業
市立中・高等学校における「SOSの出し方教育」の全
校実施や全世代向けの啓発講座開催等に要する経
費

1,401 健康福祉部

児童虐待対策事業
児童虐待やDV等のリスクの潜在化が懸念されるため、
市立小学校でのCAPプログラムの全校実施に要する
委託料

2,263

子ども未来部

子どもの笑顔給付金給付事業
令和2年度予算で実施している子どもの笑顔給付金に
ついて、対象者を障害児や長期にわたり療養が必要な
子どもがいる家庭や多胎世帯などに拡充する給付金

子育て世帯生活支援特別給付
金（その他世帯分）給付事業

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、
低所得の子育て世帯を支援するための給付金（児童1
人あたり5万円）

352,200

47,900

妊娠出産応援給付金給付事業
コロナ禍で不安を抱える妊婦の方が、安心して出産で
きる環境づくりを支援するための給付金（子ども〔胎児〕
1人あたり5万円）

133,200

男女共同参画行動計画の総合
的推進

経済的困窮等により生理用品を十分に準備できない
女性に生理用品を提供するとともに、相談窓口等の周
知を行い、支援につなぐための経費

5,000 協働推進部

大学等修学応援給付金給付事
業

大学など高等教育機関に在籍し、本人と生計維持者
が住民税非課税世帯であるなど経済的に困窮する学
生に対し5万円を支援する給付金

76,350 総合政策部

事業名 事業内容 事業費 所管

新型コロナウイルス感染症公費
負担医療給付費

新型コロナウイルス感染症陽性患者の入院費の自己
負担額を公費負担する扶助費

236,290

合計（5事業） 1,322,742

新型コロナウイルス感染症予防
対策費

陽性者の増加に対応した、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、
自宅療養者への配食サービス委託料など

444,540

（高齢者・保育施設等従事者PCR検査）
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

59,850

3 ◎
新型コロナウイルス感染症予防
対策費

（発生施設等医師派遣事業）
受入病床の不足等により、自宅や有料老人ホームな
どの入所施設で療養を行う場合に医師を派遣し、診療
を行うための委託料

22,100

◎ は、市独自の単独事業

新型コロナウイルスワクチン接種
事業

ワクチン接種事業に係る副反応相談窓口などコールセ
ンターの体制強化、災害により集団接種が行えなかっ
た場合の代替接種の実施や接種率向上のための休
日・時間外の集団接種の実施に係る委託料等

429,962

健康福祉部

新型コロナウイルス感染症協力
医療機関支援事業

陽性者の外来診療及び入院患者を受入れる医療機
関に交付する支援金

130,000

事業名 事業内容 事業費 所管
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9 ◎

10

12 ◎

13 ◎

14 ◎

15 ◎

③　新しい生活様式への対応 （単位：千円）

1 ◎

2 ◎

3 ◎

4

5

6

7 ◎ 小・中学校教室改修事業
コロナ禍で分散授業を行うための教室改修等に係る経
費

288,376 教育部

水田農業等総合対策事業
（水田農業DX推進事業）
コロナ禍での生産性向上のため、スマート農業機械の
導入に係る経費への補助金

7,550

農政部園芸農業等総合対策事業
（園芸農業DX推進事業）
コロナ禍での省力化等を推進するため、スマート農業
機械等の導入に係る経費への補助金

3,815

畜産振興総合対策事業
（畜産DX推進対策事業）
コロナ禍での生産性向上のため、スマート農業機械の
導入に係る経費への補助金

1,980

市民活動・ネットワーク形成支援
事業

市民活動団体のオンライン活動を支援するため、講師
を派遣しタブレット機器の活用方法などを研修するため
の委託料等

1,554 協働推進部

ｅー市役所環境構築事業
行政事務のデジタル化推進のため、大量のデータを容
易に管理・共有化することが可能なWebデータベース
の導入に係る委託料

6,596 総務部

公共施設等感染防止対策
公共施設、小・中学校の屋内運動場などのトイレ等の
手洗いの自動水栓の整備やタブレット型体温計、パー
テーションの購入経費

57,363

総務部
市民文化部
健康福祉部

環境部
農政部

都市建設部
教育部

事業名 事業内容 事業費 所管

合計（15事業） 1,392,119

在籍出向活用事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業からの
在籍出向受け入れに係る人件費相当の負担金

110,000 総務部

MICE誘致推進事業
（大規模観光関連施設等支援金）
観光・MICE振興の基盤である大規模な観光関連施設
等を支援する補助金

71,600

学びの保障事業
児童生徒へのきめ細かな指導や学校教育活動におけ
る感染症対策を推進するため、学習指導員の配置に
要する報酬等

21,776

スクールカウンセラー活用事業
コロナ禍における児童生徒等の様々な困りごとを解消
するための支援として、スクールカウンセラーを追加配
置する委託料

5,897

教育部

11 ◎ 中小企業事業継続支援事業

（事業継続緊急支援金［第2期］）
緊急事態宣言の発出に伴う、不要不急の外出・移動
自粛等の影響を受け、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

410,735

商工観光労働部（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

104,065

畜産振興総合対策事業
（博多和牛等生産基盤確保対策）
コロナ禍の影響が長期化している畜産農家を支援する
ための和牛子牛の購入経費に対する補助金

33,000

フラワーエール事業

新型コロナウイルスワクチン接種にあたる医療機関や
小・中・特別支援・高等学校へ花を贈り、癒しを創出す
るとともに、消費が低迷している花卉生産農家を支援
するための委託料

5,830

農政部
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8 ◎

（ⅱ）　事業進捗等によるもの （単位：千円）

1

2

3

○繰越明許費（変更）

1事業 （単位：千円）

1

○債務負担行為（追加）

1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　項 期　間 限度額

Webデータベース運用保守業務委託料 令和3年度～令和8年度 3,762

街路事業 128,600 296,000

事業名 補正前　金額 補正後　金額

合計（3事業） 317,352

中環状道路整備事業
社会資本整備総合交付金の内示を受け、補助事業の
事業進捗を図るため、補償金の増額や工事費等の組
み替えを行うもの

124,460 都市建設部

水田農業等総合対策事業

（強い農業・担い手づくり総合支援交付金）
水稲高温耐性品種の作付け拡大及び麦の品質向上
を図るための乾燥調整貯蔵施設の機能向上に係る経
費への補助金

47,001 農政部

マイナンバー関連事業
　マイナンバーカードの申請件数の急増に対応するた
め、交付窓口拡充に必要となる委託料等

145,891 市民文化部

事業名 事業内容 事業費 所管

（ⅰ）新型コロナウイルス感染症対策に伴うものの合計〔28事業〕
（①＋②＋③）

3,136,535

合計（8事業） 421,674

教育ICT活用事業
教室数の増などに対応し、学習用コンピュータの充電
保管庫や無線アクセスポイントを整備するための経費

54,440 教育部
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