
令和２年度12月補正予算について

　

　

●一般会計　補正予算（第９号）

1 補　正　額 （補正後予算額　５６３億１,０９９万円）

2 財　源 〇分担金及び負担金　△４１万４千円

・介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）受託収入

〇国庫支出金　３９７万７千円

・障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金 ほか

〇県支出金　１億１,３９５万８千円

・イルミネーション創出による夜間観光促進事業補助金 ほか

〇寄附金　２億４１万３千円 ・寄附市民参画基金寄附金 ほか

〇繰入金　１億１,６７２万円 ・寄附市民参画基金繰入金 ほか

〇繰越金　２億３,９１６万３千円 ・前年度繰越金

〇諸収入　２,１７８万３千円 ・ネーミングライツ料 ほか

〇市債　１,２３０万円 ・合併特例事業債 ほか

3 補正予算の内容 （★は、新型コロナウイルス感染症対策） （単位：千円）

議会運営事業 　人事院給与勧告に伴い、特別職（議員）の期末手当を減額 △ 630 議会事務局

地方創生推進事業
　観光地や交通拠点、街中に賑わい出店を整備

・キッチンコンテナ　３基

★

特別定額給付金給付事業
　特別定額給付金の給付事業完了<５月専決補正> △ 65,400 総務部

姉妹都市交流事業 　中止（姉妹都市延岡市との交流事業）旅費など △ 1,282 総務部

★

災害対策基金
　指定寄附金（災害対策基金）の積立 413 総務部

秘書事務事業 　規模縮小（北信越市長会総会開催市負担金） △ 2,940 総務部

11,600 総合政策部

総合政策部

寄附市民参画事業 　ふるさと納税による寄附の返礼品等に係る経費 98,000 総合政策部

・中止（鎧づくり体験と丸岡藩大名パレード参加ツアー）

・首都圏イベントに係る旅費
△ 2,980 総合政策部

寄附市民参画基金 　指定寄附金（寄附市民参画基金）の積立 200,000 総合政策部

　令和３年度に実施する音楽フェスの準備および周知に対する事業主

体への補助

★

病院事業会計補助金
　新型コロナウイルス感染症の影響による外来収益の減収分を補助 110,000 財務部

6,300

シティセールス事業

　国・県等の内示を受けた事業や、小中学校の体育館の照明等のＬＥＤ化、新型コロナウイルス感染症対策につい

ては、小学校と中学校に対しては、教室の換気などを行うことによる燃料費と光熱水費の増加分や、県内で宿泊を行

う修学旅行を実施する場合の補助金等を計上するものです。

７億７９０万円

事業名 事業内容 事業費 所管
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令和２年度12月補正予算について

　

　

　国・県等の内示を受けた事業や、小中学校の体育館の照明等のＬＥＤ化、新型コロナウイルス感染症対策につい

ては、小学校と中学校に対しては、教室の換気などを行うことによる燃料費と光熱水費の増加分や、県内で宿泊を行

う修学旅行を実施する場合の補助金等を計上するものです。

（単位：千円）

2,460 市民福祉部

放課後児童対策事業 　春江第一児童クラブ空調整備（1箇所・３台） 450 市民福祉部

△ 9,100 市民福祉部

生活保護事業 　償還金（令和元年度の事業精算に伴う国庫、県費返還金） 13,200 市民福祉部

個人番号カード等交付事務

事業
　個人番号カードの休日交付窓口等の強化に伴う手当 2,000 市民福祉部

1,600 市民福祉部

生活困窮者自立支援事業 　償還金（令和元年度の事業精算に伴う国庫返還金） 5,980 市民福祉部

養育医療給付事業
・入院が必要な未熟児に対する扶助費（養育医療費）

・償還金（令和元年度の事業精算に伴う国庫返還金）
1,409 市民福祉部

★

生活困窮者自立支援事業

・増額（一定期間の家賃相当額の住居確保給付金）

（国3/4,市1/4）<9月補正>

生活保護事務事業 　生活保護法の改正に伴うシステム改修委託料（県1/2,市1/2） 710 市民福祉部

心身障害者福祉事業

児童手当支給事業

母子家庭等自立支援給付

事業

児童扶養手当支給事業

私立保育所保育業務委託

事業

私立保育所運営支援事業

私立保育所施設整備補助

事業

特別保育事業

施設型給付費負担金

幼児教育・保育無償化事業

　償還金（令和元年度の事業精算に伴う国庫、県費返還金）

17,400

1,580

660

570

21,135

690

740

4,500

480

710

市民福祉部

900 市民福祉部

自立支援医療費支給事業 　療養介護サービスの利用者数が増えたことによる扶助費を増額 2,400 市民福祉部

★

保健衛生事務事業
　健康診査や各種教室などに、保健衛生用の消耗品や備品を整備

障害児通所支援事業
・障害児やサービスの増加等に伴う扶助費、審査手数料の増額

・児童福祉法第57条の2第2項に基づく返還金
97,130 市民福祉部

幼保園等管理運営事業
　会計年度任用職員制度での運用に伴うパートタイム、フルタイム保育

士等の人件費

★

基本健診事業
　集団検診中止（健康診査のうち、集団検診の一部を減額） △ 10,000 市民福祉部

支援対象児童等見守り強化

事業

・増額（地域の子どもたちに対して様々な支援活動を実施している「えが

お子ども食堂の会」に対する支援）<9月補正>

事業名 事業内容 事業費 所管
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令和２年度12月補正予算について

　

　

　国・県等の内示を受けた事業や、小中学校の体育館の照明等のＬＥＤ化、新型コロナウイルス感染症対策につい

ては、小学校と中学校に対しては、教室の換気などを行うことによる燃料費と光熱水費の増加分や、県内で宿泊を行

う修学旅行を実施する場合の補助金等を計上するものです。

（単位：千円）

産業環境部

栽培漁業自立支援事業 　陸上養殖施設の整備に要する基本設計を委託 4,000 産業環境部

県営事業負担金 　県が行う道路、河川事業等における市の負担金 35,000 建設部

ゆあぽ～と管理運営事業 　指定管理者への三国温泉４号井修繕工事に係る負担金 1,300 産業環境部

空き家等対策事業 　特定空家解体工事費（丸岡町長畝地区） 1,800 建設部

国民健康保険特別会計

繰出金
　国民健康保険職員給与費等繰出金 1,800 市民福祉部

事業名 事業内容 事業費 所管

小学校管理事業 　大関小学校用地購入費（５筆） 12,310 教育委員会

ゆりの里公園管理運営事業 　ゆりの里公園遊具周辺エリアにイルミネーション等を整備 15,000 産業環境部

★

中学校管理事業

　感染予防対策のため、教室の換気や、冷暖房等をすることによる、燃

料費及び光熱水費の増加分
18,460 教育委員会

産業環境部

内水面漁業振興事業
　九頭竜川中部漁業協同組合が実施する、遊漁券販売のオンライン化

事業を支援
60 産業環境部

★

水産業振興イベント事業
　中止（三国市場さかな祭）実行委員会への補助金 △ 500 産業環境部

水産業経営支援事業 　「三国港市場振興協議会」の設立と、協議会運営の補助 375

★

農業振興事務事業
　中止（観光物産展）委託料 △ 1,300 産業環境部

★

小学校管理事業

　感染予防対策のため、教室の換気や、冷暖房等をすることによる、燃

料費及び光熱水費の増加分
23,540 教育委員会

県単小規模土地改良事業 　市が事業主体で行う工事費、各土地改良区への補助金を追加 18,330 産業環境部

県営かんがい排水事業 　舗装復旧工事事業費の増に係る負担金 7,220 産業環境部

有害鳥獣捕獲事業
　獣害被害に苦慮している地区に対する補助金の増額

（県1/3,市1/6）
3,200 産業環境部

畜産経営支援事業
　後継者への円滑な経営継承を図るための補助金を増額

（県1/3,市1/6）
1,620 産業環境部

後期高齢者医療事業
・後期高齢者医療保険職員給与費等繰出金

・高齢者医療制度見直し等システム改修に伴う電算負担繰出金

林道維持管理事業
　６月１４~１５日発生梅雨前線豪雨災害により被災した林道復旧

のための工事費
17,780

6,000 市民福祉部
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令和２年度12月補正予算について

　

　

　国・県等の内示を受けた事業や、小中学校の体育館の照明等のＬＥＤ化、新型コロナウイルス感染症対策につい

ては、小学校と中学校に対しては、教室の換気などを行うことによる燃料費と光熱水費の増加分や、県内で宿泊を行

う修学旅行を実施する場合の補助金等を計上するものです。

（単位：千円）

●国民健康保険特別会計　補正予算（第２号）

1 補　正　額 （補正後予算額　８０億２,０８６万５千円）

2 財　源 〇繰入金 ・職員給与費等繰入金

3 補正予算の内容 （★は、新型コロナウイルス感染症対策） （単位：千円）

△ 12,300 教育委員会

★

スポーツ振興事業
　中止（クロカンマラソン大会）負担金 △ 1,200 教育委員会

事業費 所管事業名 事業内容

体育施設管理事業 　三国運動公園陸上競技場の、公認継続に必要となる施設改修 4,300 教育委員会

1,800 市民福祉部

★

スポーツ大会運営事業
　中止（坂井市古城マラソン大会）委託料 △ 1,520 教育委員会

★

国際交流推進事業
　中止（英国ウェールズとの招聘事業および派遣事業）旅費など

★

小学校教育振興事業

中学校教育振興事業

　感染症拡大防止のため、宿泊を伴う修学旅行を、県内で実施した学

校に対する補助金、手数料

13,670

13,470
教育委員会

地域振興事務事業（丸岡） 　丸岡城天守と西側に位置する公園にプロジェクションマッピングを整備 39,000 教育委員会

★

地域振興事務事業（丸岡）
　中止（支所所管区域体育祭等事業費補助金） △ 1,200 教育委員会

１８０万円

事業名 事業内容 事業費 所管

職員人件費 　会計間異動、期末手当の引下げ（0.05月）
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令和２年度12月補正予算について

　

　

　国・県等の内示を受けた事業や、小中学校の体育館の照明等のＬＥＤ化、新型コロナウイルス感染症対策につい

ては、小学校と中学校に対しては、教室の換気などを行うことによる燃料費と光熱水費の増加分や、県内で宿泊を行

う修学旅行を実施する場合の補助金等を計上するものです。

●後期高齢者医療特別会計　補正予算（第１号）

1 補　正　額 （補正後予算額　１０億２,０１９万２千円）

2 財　源 〇繰入金 ・事務費繰入金

3 補正予算の内容 （★は、新型コロナウイルス感染症対策） （単位：千円）

●水道事業会計　補正予算（第１号）

1 補　正　額 （補正後予算額　２５億７,４６３万７千円）

●公共下水道事業会計　補正予算（第１号）

1 補　正　額 （補正後予算額　５３億９,６８０万７千円）

●病院事業会計　補正予算（第４号）

1 補　正　額 （補正後予算額　２６億３,７５６万円）
※補正後予算額＝収益的支出と資本的支出の合計

2 財　源 〇補助金 ・医療従事者支援事業補助金

・ほか

3 補正予算の内容 （★は、新型コロナウイルス感染症対策） （単位：千円）

１８６万円

△７７５万円

職員人件費 　会計間異動、期末手当の引下げ（0.05月）

オンライン資格確認事業

　令和３年３月から「オンライン資格確認」開始

　・三国病院では、令和３年４月から利用開始

　・端末、パッケージソフト、既存ｼｽﾃﾑの改修等

4,400 三国病院

４４０万円

事業名 事業内容 事業費 所管

2,000 市民福祉部

後期高齢者受給者支援事業 　税制改正に伴うシステム改修に係る負担金 4,000 市民福祉部

６００万円

事業名 事業内容 事業費 所管
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