
Ⅰ．一般会計補正予算（案）　第5号（冒頭審議分）および第6号について

１．補正予算（案）の規模
（単位：千円）

２．補正予算（案）・第5号（冒頭審議分）

（１）歳出予算の概要

（単位：千円）

【参考】 

（２）歳入予算の概要

うち地方創生臨時交付金 439,587

合　計 439,587

（単位：千円）

項　目 金　額

国庫支出金 439,587

（1）のうち市独自のコロナ対策事業 ◎　1事業 439,587千円

合計（1事業） 439,587

1 ◎ 中小企業事業継続支援事業

（事業継続緊急支援金［第3期］）
緊急事態措置等の発出に伴う、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

289,587

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

150,000

事業名 事業内容 事業費 所管

合　計 148,794,449 174,992,960 ▲ 15.0%

◎ は、市独自のコロナ対策事業

補正予算(第5号) 439,587

4,004,040 ▲ 49.4%

令和３年度９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6号) 1,588,350

現計予算 146,766,512 170,988,920 ▲ 14.2%

市長定例記者会見資料
令和3年8月30日

総合政策部 財政課
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３．補正予算（案）・第6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）　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 ◎

合計（1事業） 50,000

新型コロナウイルス感染症協力
医療機関等支援事業

新型コロナウイルス感染症の重症患者の入院を受け
入れ、国・県のモデルナワクチンの職域接種等を受託
又は職域接種会場等へ医師・看護師を派遣する医療
機関等に交付する支援金

50,000 健康福祉部

事業名 事業内容 事業費 所管

合　計 1,588,350

◎ は、市独自のコロナ対策事業

諸収入 5,047

市債 ▲ 163,239

県支出金 281,454

繰入金 496,000

国庫支出金 141,027

うち地方創生臨時交付金 55,922

地方交付税 828,061

（ⅰ）のうち市独自のコロナ対策事業 ◎　1事業 50,000千円

（単位：千円）

項　目 金　額

4 ▲ 58,313

合　計 33 1,588,350

13 634,167

11 858,378

②　市民・事業者支援 4 104,118

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 5 154,118

①　感染症予防対策 1 50,000

2



②　市民・事業者支援 （単位：千円）

1

2

3

4

（ⅱ）　災害対応・減災対策 （単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 農業用施設災害復旧事業 農業用施設の被害に対する本復旧費 9,800

公園維持管理事業
公園施設の被害に対し、既存予算から緊急的に対応
した経費の補填

9,360

河川排水路等補修事業
河川施設の被害に対し、既存予算から緊急的に対応
した経費の補填

25,800

農業用施設維持管理事業
農業用施設の被害に対し、既存予算から緊急的に対
応した経費の補填

3,200

都市建設部

道路維持費
道路施設の被害に対し、既存予算から緊急的に対応
した経費の補填

35,040

農地防災事業
筑後川下流域における防災減災対策として、広域的
な先行排水を推進するためのクリーク浚渫委託料

197,910

農業用施設維持管理事業
筑後川下流域における防災減災対策として、広域的
な先行排水を推進するための樋門・樋管等の改修委
託料

23,720

農政部

防災重点農業用ため池対策事
業

防災重点農業用ため池の適切な維持管理のための浚
渫委託料

25,000

中小企業事業継続支援事業

（浸水被災事業者支援金）
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、令
和3年8月の大雨により浸水被害を受けた中小事業者
への支援金

85,057 商工観光労働部

災害見舞金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、令
和3年8月の大雨により床上浸水等の被害を受けた方
に対する災害見舞金の支給に係る経費

27,000 健康福祉部

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〔5事業〕
（①＋②）

154,118

合計（4事業） 104,118

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

13,488

農政部
園芸農業等総合対策事業

（園芸品目生産緊急支援事業）
コロナ禍で価格が下落している野菜等の再生産に係る
農家負担を軽減するため、次期作に必要な経費への
補助金

67,552

畜産振興総合対策事業

（県産飼料生産機械導入支援事業）
コロナ禍で輸入飼料の供給が不安定となっている中、
自給飼料を生産・拡大する機械の導入に係る経費へ
の補助金

15,678

高齢者福祉施設等整備促進事
業

（地域密着型施設等整備補助金）
新型コロナウイルス感染症発生時の対応及び感染拡
大防止の観点からゾーニング環境等の整備に係る経
費への補助金

7,400 健康福祉部

事業名 事業内容 事業費 所管
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11

12

13

（ⅲ）　事業進捗等によるもの （単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

（ⅳ）　減額補正によるもの （単位：千円）

1

事業名 事業内容 事業費 所管

四季のイベント振興事業
つつじマーチ（4月）、筑後川花火大会（8月）、城島ま
つり（9月）の中止及び水の祭典（8月）の規模縮小に伴
う補助金の減額

▲ 54,913 商工観光労働部

合計（11事業） 858,378

国県等返還金 過年度の国県等支出金の精算に伴う返還金 670,425
健康福祉部
子ども未来部

農政部

小学校施設維持管理事業 御井小学校西側擁壁の改修に係る設計委託料など 6,585 教育部

都市公園整備事業
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の工事請負費

5,800

学校周辺安全対策事業
山川小学校東踏切改良事業の計画見直しに伴う、負
担金の増額を行うもの

4,500

予防的道路補修事業
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の工事請負費など

40,900

都市建設部

畜産振興総合対策事業
（博多和牛ブランド強化対策事業）
博多和牛増頭のための子牛導入に要する経費への補
助金

4,576

水田農業等総合対策事業
（水田麦・大豆産地生産性向上事業）
麦・大豆の需要を捉えた生産拡大のため、営農技術
や需要のある品種等の導入に要する経費への補助金

45,045

農政部

健康増進事業
健診結果等の情報をマイナポータル等を用いて利活
用するための情報連携に係るシステム改修委託料

4,180

園芸農業等総合対策事業
（農業用ハウス湛水被害軽減対策事業）
湛水被害軽減を図るためのハウス移転や浸水防止壁
等の整備に要する経費への補助金

25,229

予防接種費
新型インフルエンザに係る予防接種業務をマイナン
バー利用事務とするために必要なシステム改修委託
料

2,145

高齢者福祉施設等整備促進事
業

災害時の施設機能維持やスプリンクラー等の整備に
要する経費への補助金

48,993

健康福祉部

事業名 事業内容 事業費 所管

道路施設の被害に対する本復旧費 75,800

合計（13事業） 634,167

河川災害復旧事業 河川施設の被害に対する本復旧費 80,900

都市建設部公園災害復旧事業 公園施設の被害に対する本復旧費 35,580

道路災害復旧事業
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2

3

4

○繰越明許費（追加）

1事業 （単位：千円）

1

○繰越明許費（変更）

1事業 （単位：千円）

1

Ⅱ．特別会計補正予算（案）について

国民健康保険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

介護保険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

国県等返還金 過年度の国県等支出金の精算に伴う返還金 208,154 健康福祉部

合計（1事業） 208,154

合計（1事業） 232,015

事業名 事業内容 事業費 所　管

事業名 事業内容 事業費 所　管

国県等返還金 過年度の国県等支出金の精算に伴う返還金 232,015 健康福祉部

交通安全施設整備事業 15,000 26,500

事業名 補正前　金額 補正後　金額

河川災害復旧事業 － 17,000

事業名 補正前　金額 補正後　金額

合計（4事業） ▲ 58,313

スポーツ大会振興事業
紫灘旗全国高校遠的弓道大会（8月）の中止に伴う補
助金の減額

▲ 1,200

社会教育団体支援事業
久留米市・郡山市青少年親善交流事業（7、8月）の
中止に伴う補助金の減額

▲ 1,200

姉妹都市交流の推進
筑後川旗西日本学童軟式野球大会（7月）の中止に
伴う補助金の減額

▲ 1,000

市民文化部
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