
既決予算額 23,113,236 千円

補正計上額 462,405 千円

補正後の額 23,575,641 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

人事課 人事院勧告等に伴う人件費 ▲ 34,854 ▲ 34,854

議会費 議会費 議会事務局 議員期末手当（人事院勧告分） ▲ 296 ▲ 296

人事課 人事評価システム改修事業 638 638

総務課 ふるさと寄附業務委託 61,750 61,750

文書広報費 秘書広報情報課
（新型コロナウイルス感染症対策事業）
イメージアップ推進事業

217 27 190

財産管理費 総務課 ふるさと応援基金積立 123,500 123,500 0

地域活性化推進事業補助金（減額） ▲ 400 ▲ 400

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
おためし研修支援事業（財源更正）

0 0

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
市内公共交通利用促進・応援事業（財源更
正）

0 0

電子計算費 秘書広報情報課 電算委託料（財源更正） 0 582 ▲ 582

生活安全対策費 総務課 特殊詐欺等防止対策機器購入補助金 500 500 0

アートアルカ
ディア推進費

企画課 あじさい祭実行委員会補助金（減額） ▲ 2,000 ▲ 2,000

一般コミュニティ助成事業 5,000 5,000 0

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
宇陀の魅力体験施設整備事業

22,526 676 17,000 4,850

市税更正に伴う還付金 3,400 3,400

確定申告相談事業 561 561

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
課税連携システム構築事業

14,520 1,785 12,735

戸籍住民
基本台帳費

市民課 マイナンバーカード普及拡大事業 2,279 2,279 0

選挙管理委員会費
選挙管理委員会

事務局
（新型コロナウイルス感染症対策事業）
感染防止対策事業

9,574 1,177 8,397

社会福祉総務費 厚生保護課 戦没者追悼式等経費（減額） ▲ 325 ▲ 325

障害者自立支援給付システム改修 2,508 1,254 1,254

障害介護給付費・障害児給付費 30,000 22,500 7,500

国庫負担金等返還金 24,637 24,637

老人福祉費 保険年金課 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 3,980 1,646 2,334

介護保険費 介護福祉課 介護保険システム改修 8,844 1,865 6,979

人権行政推進費 人権推進課 人権啓発事業（減額） ▲ 1,176 ▲ 1,176

人権交流
センター費

人権交流センター 人権交流センター事業（減額） ▲ 198 ▲ 198

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
感染防止対策経費（財源更正）

0 148 ▲ 148 0

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
新型コロナウイルス感染症対策従事者慰労
金

850 850 0

保険年金課 国庫負担金等返還金 493 493

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
遠隔研修システム整備事業（減額）

▲ 854 ▲ 854 0

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
第2次ひとり親世帯への特別給付金給付事業

15,117 1,858 13,259

1,000 123 877

4,000 492 3,508

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
保育施設遊具リニューアル事業

11,350 1,395 9,955

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保
事業

20,261 20,261 0

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
高齢者インフルエンザ予防接種委託料

3,700 418 300 2,982

・園児の屋外での安全な遊び場を提供するため遊具を修繕

衛生費 予防費 健康増進課

・新型コロナウイルスワクチン接種の接種を迅速に行うた
めの準備経費

・新型コロナウイルス感染症により増加が見込まれる高齢
者に対するインフルエンザの予防接種委託料の増額

児童福祉総務費

・令和元年度未熟児医療費等国庫負担金、福祉医療費助成
事務費県補助金の確定に伴う返還

こども未来課

・幼稚園教諭等が行う遠隔研修に係る環境整備の事業費確
定に伴う減額

児童措置費

・児童扶養手当受給世帯を対象に1世帯につき5万円（第2
子以降は3万円加算）を給付

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
保育施設感染対策事業

・しらゆり保育園の感染防止対策に対する補助

児童福祉施設費

・こども園、保育所における感染防止対策に係る経費

・令和3年4月の介護保険制度改正に伴う介護保険システム
の改修委託

・新型コロナウイルス感染症により中止となった差別をな
くす市民集会等に係る経費の減額

・新型コロナウイルス感染症により中止となった行事に係
る経費の減額

介護予防支援費
医療介護

あんしんセンター

・県補助金受入れに伴う財源更正

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に取り組む指定介
護予防支援業務に取り組む従事者に対する慰労金

・マイナンバーカード普及のため設置する臨時窓口での会
計年度任用職員人件費等

・選挙時における感染防止を図るため、備品・衛生用品の
購入

民生費

・戦没者並びに消防殉職者追悼式、各地区慰霊祭等の規模
縮小に伴う減額

障害者福祉費 介護福祉課

・報酬改定に伴う障害者自立支援給付システムの改修委託

・障害介護給付費、障害児給付費の利用増に伴う増額

・令和元年度障害者自立支援給付費等の確定に伴う減額

・後期高齢者医療保険基盤安定負担金額の確定、税制改正
に対応したシステム改修に対する繰出金

・新型コロナウイルス感染症により中止となった「あじさ
い祭」に対する補助金の減額

まちづくり
支援費

まちづくり支援課

・コミュニティ活動に係る備品整備

・空き家を活用した移住体験施設に係る用地・建物の購入

賦課徴収費 税務課

・市税の課税更正に伴う還付金の増額

・市役所で行う確定申告相談における地域事務所と市役所
間のシャトルバスの運行委託
・確定申告期間前に開催する相談会時の税理士への謝礼

・法務局から提供される登記情報の電子データに対応した
システムの構築委託

企画課

・新型コロナウイルス感染症により中止となった「うたの
夢街道」に対する補助金の減額

・県補助金受入れに伴う財源更正

・県補助金受入れに伴う財源更正

・国庫補助金受入れに伴う財源更正

・特殊詐欺防止対策として防犯電話機等を購入する65歳以
上のいる世帯に対する補助金の増額

事　業　概　要　等

・人事院勧告に伴う給与改定、年度途中退職者に係る退職
手当特別負担金等

・人事院勧告に伴う議員期末手当の減額

総務費

一般管理費

・令和3年度から全職員を対象とした業績考課の導入に伴
うシステム改修

・ふるさと応援寄附金の増に伴う業務委託料等の増額

・榛原駅前のスペースで冬の登山客等へ宇陀市のPRを実施
するための経費

・ふるさと応援寄附金の増に伴うふるさと応援基金への積
立

企画費

令和2年第4回定例会　各会計補正予算の概要 令和2年12月2日
議案説明会資料

1．一般会計補正予算（第4号）　　　　　　　　　　　　　　

歳　出

款 目 部署 項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳



国・県費 起債 その他 一般財源

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
リモート運動教室事業

243 30 213

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
リモート健康相談事業

348 43 305

じん芥処理費 環境対策課
（新型コロナウイルス感染症対策事業）
不燃焼物収集処理委託料

6,173 759 5,414

産業企画費 商工産業課 うだ産フェスタ補助金（減額） ▲ 8,000 ▲ 8,000

分収造林育成事業 600 600 0

有害鳥獣個体処分事業 1,925 1,925

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
飲食店等感染防止対策事業

12,500 1,537 10,963

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
空き店舗改修補助金（財源更正）

0 0

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
給付事業（減額）

▲ 1,460 ▲ 1,460 0

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
市内観光関連施設入場料等支援事業（財源
更正）

0 0

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
菟田野イベント広場整備事業

4,500 553 3,947

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
市内宿泊施設利用補助事業

25,000 3,073 21,927

土木費 公園費 公園課
（新型コロナウイルス感染症対策事業）
公園遊具リニューアル事業

26,315 3,235 23,080

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
小中学校修学旅行キャンセル料等補助事業

49 6 43

グローバル教育推進事業（減額） ▲ 276 ▲ 276

学力・学習状況調査（減額） ▲ 306 ▲ 306

子どもたちの感性・想像力を育成する事業
（減額）

▲ 500 ▲ 230 ▲ 270

学校管理費
（小学校）

6,000 3,369 2,631

学校管理費
（中学校）

4,500 2,527 1,973

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
幼稚園感染対策事業

2,000 246 1,754

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
幼稚園遊具リニューアル事業

7,484 920 6,564

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
幼稚園リズム室空調整備事業（減額）

▲ 1,822 ▲ 1,822 0

社会教育研究大会等（減額） ▲ 224 ▲ 224

文化会館自主事業、宝くじ文化公演開催経
費（減額）

▲ 1,343 ▲ 1,170 ▲ 173

図書館費 図書館
（新型コロナウイルス感染症対策事業）
電子図書導入事業

9,587 1,179 8,408

スポーツ推進委員研究協議会経費（減額） ▲ 436 ▲ 436

市体育協会補助金（減額） ▲ 500 ▲ 500

宇陀シティマラソン実行委員会補助金（減
額）

▲ 1,900 ▲ 300 ▲ 1,600

東京オリンピック聖火リレー運営事業（減
額）

▲ 993 ▲ 993

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
総合運動場屋外便所整備事業

42,358 5,208 37,150

駅伝チャレンジ大会（減額） ▲ 519 ▲ 519

462,405 77,885 17,000 128,052 239,468

・新型コロナウイルス感染症により延期となった運営負担
金の減額

体育施設費

・総合運動場等利用者と体育館利用者の接触を防ぎ感染拡
大を抑えるための便所整備

・新型コロナウイルス感染症により中止となった市町村対
抗駅伝大会、市駅伝チャレンジ大会の減額

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

社会教育総務費 生涯学習課

・新型コロナウイルス感染症により中止となった社会教育
委員研究大会等の減額

・新型コロナウイルス感染症により中止となった自主事業
（映画上映会）、延期となった宝くじ文化公演の減額

・新型コロナウイルス感染症対策として、電子図書館によ
る貸し出し、予約できる環境の構築

保健体育総務費

生涯学習課

・新型コロナウイルス感染症により中止となったスポーツ
推進委員研究協議会の減額

・新型コロナウイルス感染症により中止となった市民ス
ポーツ大会に伴う補助金の減額

・新型コロナウイルス感染症により中止となった宇陀シ
ティマラソン大会に対する補助金の減額

・感染症対策、教室の3密対策として空き教室等を活用し
た授業実施に必要な備品等の購入

幼稚園費 こども未来課

・幼稚園における感染防止対策に係る経費

・園児の屋外での安全な遊び場を提供するため遊具を修繕

・幼稚園リズム室への空調機器整備事業費の確定に伴う減
額

・利用者の増に伴う市内宿泊施設の利用に対する助成の増
額

・新型コロナウイルス感染症による近場での子どもたちの
遊び場を確保するため、室生不思木の森公園・菟田野オン
ジ山児童公園の遊具を修繕

教育費

事務局費

教育総務課

・新型コロナウイルス感染症による行程の変更により生じ
たキャンセル料等に対する保護者への支援

・新型コロナウイルス感染症によるり中止となったサイエ
ンスラボ・JAXA学校教育支援、英語スピーチコンテストの
減額

・新型コロナウイルス感染症による休業措置により事業が
中止となったため減額

・新型コロナウイルス感染症により人形劇鑑賞、宝くじ文
化公演が中止となったため減額

（新型コロナウイルス感染症対策事業）
感染症対策・学習保障等支援事業

商工費

商工振興費 商工産業課

・飲食店等への感染防止宣言ステッカー、フェイスシール

ド、感染防止アクリル板、CO2センサの配布

・県補助金受入れに伴う財源更正

・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金給付事業の事
業費確定に伴う減額

観光費 観光課

・県補助金受入れに伴う財源更正

・菟田野イベント広場整備に係る測量業務

款 目 部署

農林水
産業費

・新型コロナウイルス感染症により中止となった「うだ産
フェスタ」に係る補助金の減額

林業振興費 農林課

・分収造林事業を行う団体に対する補助金の増額

・豚熱の拡大防止のため、捕獲したイノシシの火葬処理の
増等に伴う処分委託の増額

衛生費

健康づくり費 健康増進課

・ICTを活用して健康づくりのための運動を自宅で受講で
きる環境整備

・自宅からスマートフォン等を利用した動画による健康相
談を行える環境整備

・不燃焼物の排出量の増加に伴う収集処理業務委託料の増
額

項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

事　業　概　要　等



（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

地方交付税 地方交付税 財政課 普通交付税 149,232 149,232

民生費国庫負担金 介護福祉課
自立支援給付費負担金、障害児施設給付費
負担金

15,000 15,000 0

総務費国庫補助金 市民課 個人番号カード交付事務費補助金 2,279 2,279 0

障害者総合支援事業費補助金 1,254 1,254 0

介護保険事業費補助金 2,447 2,447 0

衛生費国庫補助金 健康増進課
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保
事業費補助金

20,261 20,261 0

教育費国庫補助金 教育総務課 学校保健特別対策事業費補助金 5,250 5,250 0

保険年金課 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 1,646 1,646 0

介護福祉課
自立支援給付費負担金・障害児施設給付費
負担金

7,500 7,500 0

総務費県補助金 財政課 社会経済回復「奈良モデル」応援補助金 21,250 21,250 0

新型コロナウイルス感染症対策従事者慰労
金

850 850 0

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事
業補助金

148 148 0

寄附金 総務費寄附金 ふるさと応援寄附金 123,500 123,500 0

ふるさと応援
基金繰入金

ふるさと応援基金繰入金 ▲ 30 ▲ 30 0

地域づくり推進
基金繰入金

地域づくり推進基金繰入金 1,349 1,349

繰越金 繰越金 前年度繰越金 88,687 88,687

人事課 総務管理費雑入 200 200

まちづくり
支援課

自治総合センターコミュニティ助成金 5,000 5,000 0

健康増進課 保健衛生費雑入 300 300 0

農林課 林業費雑入 600 600 0

生涯学習課
文化会館宝くじ文化公演、自主事業チケッ
ト代

▲ 1,170 ▲ 1,170 0

医療介護あん
しんセンター

地域包括支援センター雑入 ▲ 148 ▲ 148 0

市債 総務債 財政課 宇陀の魅力体験施設用地等購入 17,000 17,000 0

462,405 77,885 17,000 128,052 239,468

〔　繰　越　明　許　費　補　正　〕

1 追加

款 項

 2 総務費  1 総務管理費

 2 徴税費

 6 商工費  1 商工費

 9 教育費  5 社会教育費

 6 保健体育費

1 追加

地域医療提供体制推進事業 令和2年度から令和4年度まで 40,000

オリンピック聖火リレー運営費負担金 令和2年度から令和3年度まで 1,747

総合運動場屋外便所整備事業 42,358

〔　債　務　負　担　行　為　補　正　〕

事　　　項 期　　間 限度額（千円）

課税連携システム構築事業 14,520

地域観光力プロモーション事業 10,750

電子図書導入事業 9,587

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

事　業　名 金額（千円）

宇陀の魅力体験施設整備事業 22,526

諸収入 雑入

総務課

繰入金

財政課

県支出金

民生費県負担金

民生費県補助金
医療介護

あんしんセンター

財　　源　　内　　訳
備　　考

国庫支出金 民生費国庫補助金 介護福祉課

上記事業に係る充当財源の状況

款 目 部署 項　　目 補正額



1．事業勘定

既決予算額 3,974,642 千円

補正計上額 88,905 千円

補正後の額 4,063,547 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

国民健康
保険事業費

納付金
国民健康保険事業費納付金（財源更正） 0 12,000 ▲ 12,000

基金積立金
国民健康保険財政
調整基金積立金

国民健康保険財政調整基金積立金 88,905 88,905

88,905 12,000 0 0 76,905

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

国民健康
保険税

一般被保険者
国民健康保険税

一般被保険者国民健康保険税 ▲ 12,000 ▲ 12,000

国庫支出金
災害等臨時特例

補助金
災害等臨時特例補助金（新型コロナウイル
ス感染症対応分）

7,200 7,200 0

県支出金
保険給付費等

交付金
特別調整交付金 4,800 4,800 0

繰越金 繰越金 前年度繰越金 88,905 88,905

88,905 12,000 0 0 76,905

2．診療施設勘定

既決予算額 96,065 千円

補正計上額 2,400 千円

補正後の額 98,465 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

総務費 一般管理費
新型コロナウイルス感染症対策従事者慰労
金

400 400 0

医療費 医療用機械器具費 新型コロナウイルス感染症対策事業 2,000 2,000 0

2,400 2,400 0 0 0

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

新型コロナウイ
ルス感染症対策
従事者慰労金

新型コロナウイルス感染症対策従事者慰労
金

400 400 0

新型コロナウイル
ス感染症緊急包括
支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事
業補助金

2,000 2,000 0

2,400 2,400 0 0 0合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

財　　源　　内　　訳
備　　考

県支出金 健康増進課

歳　入

款 目 部署 項　　目 補正額

事　業　概　要　等

健康増進課

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に取り組む国民健
康保険直営診療所に従事する職員に対する慰労金

・新型コロナウイルス感染症対策として空気清浄機等の備
品購入

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

歳　出

款 目 部署 項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

財　　源　　内　　訳
備　　考

保険年金課

歳　入

款 目 部署 項　　目 補正額

事　業　概　要　等

保険年金課

・国県費の受入れに伴う財源更正

・国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、国民
健康保険財政調整基金へ積立

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

2．国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

歳　出

款 目 部署 項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳



既決予算額 4,284,541 千円

補正計上額 110,541 千円

補正後の額 4,395,082 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

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 77,994 77,994

諸支出金 償還金 負担金等償還金 32,547 32,547

110,541 0 0 0 110,541

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

繰越金 繰越金 介護福祉課 前年度繰越金 110,541 110,541

110,541 0 0 0 110,541

既決予算額 543,600 千円

補正計上額 4,494 千円

補正後の額 548,094 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

総務費 一般管理費 後期高齢者医療システム改修 2,299 514 1,785 0

後期高齢者
医療広域
連合納付金

後期高齢者医療
後期連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金 2,195 2,195 0

4,494 514 0 3,980 0

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

国庫支出金
後期高齢者医療
制度円滑運営
事業費補助金

後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 514 514 0

繰入金
事務費繰入金・
保険基盤安定

繰入金

一般会計繰入金（事務費繰入金・保険基盤
安定繰入金）

3,980 3,980 0

4,494 514 0 3,980 0

保険年金課

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

歳　入

款 目 部署 項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

備　　考

補正額
財　　源　　内　　訳

事　業　概　要　等

保険年金課

・税制改正に対応した後期高齢者医療事務支援システムの
改修

・後期高齢者医療保険基盤安定負担金額の確定に伴う納付
金の増額

歳　出

款 目 部署 項　　目

財　　源　　内　　訳
備　　考

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

4．後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

歳　入

款 目 部署 項　　目 補正額

財　　源　　内　　訳
事　業　概　要　等

介護福祉課

・介護保険事業の健全な財政運営に資するため、介護給付
費準備基金へ積立

・令和元年度国庫負担金、県負担金、支払基金交付金の確
定に伴う返還

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

3．介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

歳　出

款 目 部署 項　　目 補正額



1．収益的収入及び支出

既決予算額 3,982,888 千円

補正計上額 2,040 千円

補正後の額 3,984,928 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

病院事業
費用

医業費用 経営企画課 オンライン資格確認導入事業等 2,040 920 1,120

2,040 0 0 920 1,120

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

入院収益 入院収益 ▲ 179,600 ▲ 179,600

その他
医業収益

医療提供体制設備整備補助金 920 920 0

補助金
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事
業補助金

233,400 233,400

54,720 0 0 920 53,800合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

備　　考

病院事業
収益

経営企画課

款 目 部署 項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

財　　源　　内　　訳
事　業　概　要　等

・マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認に必
要な設備導入等

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

収入の部

支出の部

款 目 部署 項　　目 補正額

5．市立病院事業特別会計補正予算（第2号）


