
166,753

親子遠足参加費 △ 1,307

（仮称）交流拠点複合施設建設事業費充当債 △ 186,200

14 国庫支出金

地域住宅計画事業交付金 △ 8,494

県支出金15
保育対策総合支援事業費補助金 △ 10,000

13 使用料及び手数料
総合会館使用料 △ 1,785

馬下保養センター一般使用料 △ 5,161

6 法人事業税交付金 法人事業税交付金 △ 2,200

7 地方消費税交付金 地方消費税交付金 △ 51,000

2 地方譲与税
地方揮発油譲与税 △ 2,600

自動車重量譲与税 △ 8,300

1 市税 現年課税分（種別割） △ 1,198

現年課税分（入湯税） △ 3,714

令和2年度　9月補正の概要

【一般会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年9月24日

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額

24,882,000 30,979,947 第8号 675,072 31,655,019

《歳入補正の主な内容》

10,000

（単位：千円）

款 科目名 補正額

現年課税分（法人市民税） △ 12,608

10 地方交付税 普通交付税 114,991

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 225,255

介護保険特別会計繰入金 8,088

市債

（仮称）交流拠点複合施設整備事業費充当債 19,300

市営住宅建設事業費充当債 13,000

園芸生産促進事業補助金 16,285

49,967

臨時財政対策債 28,631

21

9 地方特例交付金

財政調整基金繰入金 △ 127,567

自動車税減収補填特例交付金 3,198

軽自動車税減収補填特例交付金 1,744

国民健康保険特別会計繰入金 2,440

保育対策総合支援事業費補助金

地域振興基金繰入金

諸収入

光ファイバケーブル移設補償料 1,709

社会福祉費等国県支出金精算還付金雑入 7,336

18 繰入金
後期高齢者医療特別会計繰入金 1,265

下水道事業会計繰入金

19 繰越金 繰越金 426,663

20

信用保証料返戻金等雑入 2,455



7 商工費

国際交流事業費補助金 △ 5,980

償還金 1,388

自立支援給付審査支払等システ
ム改修委託料

1,199

療養給付費負担金 9,708

7,000

市民の国際感覚の育成事業

PR物品作製業務委託料

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額

2,042

2 総務費

財政管理運営事業 財政調整基金積立金 419,948

【新型コロナウイルス対応臨時交付
金事業】情報システム整備事業

施設予約システム導入委託料 13,970

【新型コロナウイルス対応臨時交付
金事業】芸術文化作品活用事業

3 民生費

ひとり親自立支援給付事業 償還金 1,098

児童手当給付事業 償還金 1,071

【新型コロナウイルス対応臨時交付
金事業】にこすく子育て応援特別給
付金給付事業

後期高齢者医療費

児童扶養手当等支給事業 償還金 1,246

保育園等運営事業 親子遠足バス委託料 △ 2,623

△ 1,470

高齢者等予防接種事業 高齢者等予防接種業務委託料 △ 39,997

インフルエンザ予防接種委託料
4 衛生費

三密対策促進補助金 20,000

障害者地域生活支援サービス費等給
付事業

国保財政安定化支援事業繰出金 16,041

償還金 6,218

79,523

インフルエンザ予防接種助成金 81,934

【新型コロナウイルス対応臨時交付
金事業】インフルエンザ予防接種事
業

国民健康保険特別会計繰出金

障害者医療費助成等事業

障害福祉サービス費給付事業

生きがい促進事業（敬老会事業）

（総合戦略）不妊治療助成事業 不妊治療費助成金 2,376

1 議会費 視察調査研究事業 費用弁償 △ 3,450

【新型コロナウイルス対応臨時交付
金事業】小規模事業者支援インフラ
維持修繕事業

修繕料

社会参加促進事業（高齢福祉一般・
集会施設改修）

集会施設等改築補助金 1,000

食糧費 △ 4,801

子ども予防接種業務委託料 3,620

生活保護費扶助事業 償還金 22,073

子どもインフルエンザ助成費 △ 9,870
子ども等予防接種事業

会場設営委託料 △ 2,379

老人福祉センター維持管理事業 施設管理業務委託料 △ 1,301

にこすく子育て応援特別給付金 20,000

6 農林水産業費 農林特産品振興事業 時間外勤務手当 △ 1,000

担い手育成事業 園芸生産促進事業補助金 16,285

農地管理事業 費用弁償

【新型コロナウイルス対応臨時交付
金事業】三密対策促進事業



内容に関するお問い合わせ先　　財政課財務係

7 商工費

時間外勤務手当 1,000

まちあるきガイド作成委託料 14,000

ごせんてくてくラリー事業負担金 9,000

臨時露店市場電気配線委託料 △ 2,737

観光振興事業 五泉花火大会事業補助金 △ 1,000

【新型コロナウイルス対応臨時交付
金事業】感染症拡大防止協力金支給
事業

観光施設指定管理者休業協力金 5,960

8 土木費

私道整備助成事業 私道整備事業費補助金 1,083

側溝蓋等原材料費 1,200

下水道事業会計繰出金 下水道事業会計出資金 △ 20,556

【新型コロナウイルス対応臨時交付
金事業】下水道事業会計繰出金

下水道事業会計負担金 3,000

測量等委託料 4,475

《地方債》

中学校各種文化体育大会補助金 △ 8,790

生涯スポーツ振興事業補助金 △ 1,527

合宿誘致促進事業補助金 △ 1,900

10 教育費

報酬（会計年度任用職員）

補正前 補正後

（仮称）交流拠点複合施設整備事業 8,500 27,800

臨時財政対策債 513,000 541,631

《繰越明許費》

款 項 補正後補正前事業名

目　　的

2 総務費 1 総務管理費 55,60519,921
（仮称）交流拠点複合施設管理運
営事業

△ 4,386

消火栓工事負担金 1,300

臨時露店市場管理運営事業

道路管理事業

【新型コロナウイルス対応臨時交付
金事業】店舗応援事業

公営住宅・施設維持管理事業 住宅改良工事 △ 3,500

消防団活動業務

消防施設等整備事業

【新型コロナウイルス対応臨時交付
金事業】防災基盤整備事業

9 消防費

費用弁償

特別支援教育推進事業

体育団体育成支援事業

（総合戦略）合宿誘致促進事業

一般管理経費

消耗品費 27,500

備品購入費 1,726

2,213

泥かぶら公演委託料

一般職給 △ 2,886

【新型コロナウイルス対応臨時交付
金事業】修学旅行保護者負担緊急支
援事業

修学旅行保護者負担緊急支援補
助金

2,732

中学校教育振興費
△ 1,272

（仮称）交流拠点複合施設建設事業 1,520,900 1,334,700

市営住宅建設事業 121,400 134,400

市営住宅解体事業 700 0

緊急車両整備事業 6,000 6,700



内容に関するお問い合わせ先　　市民課保険年金係

7 諸支出金
繰出金 一般会計繰出金 2,440

償還金 国・県等負担金償還金 6,013

介護納付金分 介護納付金分 2,083

基金積立金 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金 208,623

国保財政安定化支援事業繰入金 16,041

一般被保険者後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分 △ 6,249

令和2年度　9月補正の概要

【国民健康保険特別会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年9月24日

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額

5,619,985 5,621,192 第3号 200,853 5,822,045

《歳入補正の主な内容》

（単位：千円）

款 科目名 補正額

1 国民健康保険税
医療給付費分現年課税分 51,539

後期高齢者支援金分現年課税分 14,852

8 繰越金 前年度繰越金 118,870

7 繰入金

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額

一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分 △ 13,209

3 国民健康保険事業費納付金

5



内容に関するお問い合わせ先　　高齢福祉課介護保険係

2 保険給付費

6 諸支出金

介護サービス利用低所得者対策事業 高額医療合算介護サービス等費

4 基金積立金 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 24,762

6 県支出金

9 繰越金

過年度分介護給付費県負担金

5 支払基金交付金

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数

令和2年度　9月補正の概要

【介護保険特別会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年9月24日

今回補正額 補正後の額

6,307,511 6,295,309 第2号 67,757 6,363,066

《歳入補正の主な内容》

（単位：千円）

款 科目名 補正額

1 保険料
現年度分特別徴収保険料 4,606

現年度分普通徴収保険料 △ 19,482

現年度分介護給付費交付金 1,134

過年度分介護給付費交付金 3,386

過年度分地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 1,827

1,428

前年度繰越金 72,091

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額

居宅介護等住宅改修費 居宅介護等住宅改修費 3,200

繰出金 一般会計繰出金 8,088

償還金 償還金 30,705

1,000



内容に関するお問い合わせ先　　農林課

2 予備費 予備費 予備費 23

令和2年度　9月補正の概要

【川東財産区一般会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年9月24日

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額

3,696 3,696 第1号 23 3,719

《歳入補正の主な内容》

（単位：千円）

款 科目名 補正額

1 繰越金 前年度繰越金 23

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

款 事業名 科目名 補正額



内容に関するお問い合わせ先　　保険年金係

11,473

科目名

諸支出金 繰出金 一般会計繰出金

2
後期高齢者医
療広域連合納
付金

後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療広域連合納付金
（保険料前年度徴収分）

577,137

《歳入補正の主な内容》

款 科目名 補正額

（単位：千円）

補正額

3 1,265

款 事業名

《歳出補正の主な内容》

（単位：千円）

12,738

565,497

【後期高齢者医療特別会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年9月24日

（単位：千円）

当初予算

564,399 第2号 12,738

令和2年度　9月補正の概要

補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額

4 繰越金 前年度繰越金



内容に関するお問い合わせ先　　上下水道局お客様係

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数

令和2年度　9月補正の概要

【水道事業会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年9月24日

今回補正額 補正後の額

水道事業収益 1,252,572 1,205,772

第3号

0 1,205,772

水道事業費用 1,155,695 1,155,856 272 1,156,128

資本的収入 757,455 757,455 1,300 758,755

資本的支出 1,762,596 1,762,596 1,300 1,763,896

《補正の主な内容》

（単位：千円）

款 科目名 補正額

1 資本的収入 消火栓整備等他会計負担金 1,300

1 資本的支出 消火栓整備等工事 1,300



内容に関するお問い合わせ先　　上下水道局業務管理係

《地方債》

目　　的 補正前 補正後

下水道事業 663,600 684,200

出資金 △ 20,556
1 資本的収入

下水道事業費用
汚水施設修繕費 3,000

旧下水道事業特別会計清算金 49,967
1

令和2年度　9月補正の概要

【下水道事業会計】

《補正予算議決年月日》 令和2年9月24日

（単位：千円）

当初予算 補正前の額 補正号数 今回補正額 補正後の額

下水道事業収益 1,433,647 1,426,533

第2号

2,956 1,429,489

下水道事業費用 1,401,077 1,393,963 52,923

2,162,638 44 2,162,682

《補正の主な内容》

1,446,886

資本的収入 1,531,241 1,531,078 44 1,531,122

（単位：千円）

款 科目名 補正額

1 下水道事業収益

資本費平準化債 20,600

一般会計補助金 2,956

資本的支出 2,162,801


