
既決予算額 18,177,570 千円

補正計上額 179,330 千円

補正後の額 18,356,900 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 人事課 こころの相談窓口設置事業 198 198

社会福祉総務費
医療介護あんしん

センター
断らない福祉相談支援体制構築事業 263 3,688 ▲ 3,425

人事課
子育て世帯生活支援特別給付金事業（会計年
度職員人件費）

992 992 0

こども未来課
子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯
分）

20,972 20,972 0

人事課 1,854 1,854 0

37,586 37,586 0

健康づくり費
（ウェルネスシ
ティ推進事業）

地域医療体制構築に係る準備事業 96,500 91,400 5,100

農業委員会費 農業委員会 農業者年金業務手数料返還金 70 70

林業振興費 農林課 有害鳥獣駆除事業 1,340 1,940 ▲ 600

商工振興費 商工産業課 市内飲食店等感染防止対策事業 2,771 2,771 0

保養センター美榛苑不動産鑑定委託料 1,426 1,426

新型コロナウイルスワクチン感染防止対策宿
泊施設支援事業

2,250 2,250 0

美榛苑費
保養センター事業会計繰出金（新型コロナウ
イルス感染防止対策）

1,000 1,000

産業振興セン
ター費

商工産業課
毛皮革産業振興協議会負担金（高付加価値事
業）

2,984 2,984

人事課
学習活動支援事業（会計年度任用職員人件
費）

5,735 5,735 0

スクール・サポート・スタッフ配置事業（財
源更正）

0

英語指導助手配置事業 3,149 3,149 0

学校図書館の振興に向けた調査研究事業 240 239 1

179,330 82,176 91,400 0 5,754

国・県費 起債 その他 一般財源

総務費
国庫補助金

財政課
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金

5,525 5,525

民生費
国庫補助金

医療介護あんしん
センター

社会福祉費補助金（重層的支援体制整備事業
への移行準備事業補助金）

3,688 3,688

民生費
国庫補助金

こども未来課
児童福祉費補助金（新型コロナ感染症セーフ
ティネット強化交付金）

21,964 21,964

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

39,440 39,440

農林水産業費
県補助金

農林課 林業費補助金（森林植生保全事業補助金） 1,940 1,940

学校教育活動支援事業補助金 3,812 3,812

スクールサポートスタッフ配置推進事業費補
助金

5,568 5,568

教育費
県委託金

小学校費委託金（学校図書の振興に向けた調
査研究事業委託金）

239 239

繰越金 繰越金 財政課 前年度繰越金 5,754 5,754

市債 衛生債 財政課 地域医療体制構築に係る準備事業 91,400 91,400

179,330 82,176 91,400 0 5,754

0 0 0 0 0

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

県
支出金

教育費
県補助金

教育総務課

備　　考

国庫
支出金

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

上記事業に係る充当財源の状況 （単位：千円）

款 目 部署 項　目 補正額

財　　源　　内　　訳

財　　源　　内　　訳

・国庫補助金の決定に伴い毛皮革産業振興協議会
が実施する事業に対する負担金及び職員旅費

教育費 事務局費

・新型コロナウイルス感染症対策として、児童生
徒が過密な小中学校への学習指導員の配置による
３密の回避及び学力の定着が不十分な児童生徒に
対する学習支援員の配置

教育総務課

・国庫補助金（スクールサポートスタッフ配置促
進事業費補助金）受入れに伴う財源更生

・新型コロナウルス感染症の影響により、入国が
見込めないJETの代替措置として、中学校への英
語指導助手の派遣委託

・県の調査研究事業の決定に伴いモデル校を指定
し、学校図書活動の充実を図る

農林水
産業費

・農業者年金業務委託手数料の実績確定による返
還

・県補助金の増額に伴う有害鳥獣捕獲補助金の増
額

商工費

・飲食店等への感染防止アクリル板の配布

観光費

観光課

・現在実施している「周遊型観光推進調査」で必
要が生じた保養センター美榛苑の不動産鑑定評価

・宿泊施設事業者が実施する奈良県の新型コロナ
ウイルス感染防止対策施設認証制度の認証を受け
るために必要な整備支援

・奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設支
援補助金を活用し、保養センター美榛苑の新型コ
ロナウイルス感染防止対策への繰出し

報道資料４令和3年第2回定例会　各会計補正予算の概要

1.一般会計補正予算（第2号）　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳　出

衛生費

予防費 新型コロナウイルスワクチン接種事業
・新型コロナウイルスワクチン接種の早期展開を
図るため、特設接種会場を設け集団接種の方式見
直しに伴うワクチン接種体制確保経費

健康増進課
・地域医療提供構築に係る移動診療車等の購入及
び体制づくりに伴う経費

事　業　概　要　等

・職員の死亡案件に関する有識者会議提言に基づ
く、職員の悩みや職場環境等についての相談環境
整備

民生費

・あらゆる（福祉）相談について包括的な対応で
きる仕組みづくりとして、断らない相談支援体制
を構築

児童措置費

・子育て世帯生活支援給付事業に伴う会計年度任
用職員人件費

・低所得者子育て世帯への子育て世帯生活支援特
別給付金（その他世帯分）児童一律5万円

款 目 部署 項　目 補正額



1．資本的収入及び支出

既決予算額 4,876 千円

補正計上額 4,000 千円

補正後の額 8,876 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

資本的
支出

有形固定資産
購入費

観光課 感染対策備品購入 4,000 3,000 1,000 0

4,000 3,000 0 1,000 0

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

出資金 一般会計繰入金 1,000 1,000 0

県補助金
新型コロナウイルス感染症対策施設支援補助
金

3,000 3,000 0 0

4,000 3,000 0 1,000 0

1．収益的収入及び支出

既決予算額 4,003,930 千円

補正計上額 58,821 千円

補正後の額 4,062,751 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

病院事
業費用

給与費 経営企画課 58,821 38,880 19,941 0

58,821 38,880 0 19,941 0

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

入院収益 入院収益 ▲ 354,780 ▲ 354,780

その他
医業収益

新型コロナウイルスワクチン接種料 ▲ 33,517 ▲ 33,517

他会計補助金 地方公営企業法第17条の3に基づく補助 2,805 2,805

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
補助金

767,595 767,595

県新型コロナウイルス感染症対応医療従事者
特殊勤務手当補助金

24,772 24,772

その他
医業外収益

新型コロナウイルスワクチン集団接種委託料 20,290 20,290

427,165 792,367 0 2,805 ▲ 368,007合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

財　　源　　内　　訳
備　　考

病院事
業収益

経営企画課

補助金

・ワクチン接種事業従事者に係る手当
　　　　　　　　　　　　　　（19,941）
・感染患者受け入れに係る手当（38,880）

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

収入の部

款 目 部署 項　　目 補正額

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

3.市立病院事業特別会計補正予算（第１号）　

支出の部

款 目 部署 項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

事　業　概　要　等

財　　源　　内　　訳
備　　考

資本的
収入

観光課

事　業　概　要　等

・奈良県の新型コロナウイルス感染防止対策施設
認証制度の認証を受けるために必要な備品の購入

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

収入の部

款 目 部署 項　　目 補正額

款 目 部署 項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

2．保養センター事業特別会計補正予算（第1号）

支出の部



既決予算額 15,900 千円

補正計上額 271,328 千円

補正後の額 287,228 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

前年度
繰上充
用金

前年度繰上充用
金

人権推進課 前年度繰上充用金 271,328 271,328 0

271,328 0 0 271,328 0

（単位：千円） （単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

諸収入 雑入 人権推進課 回収管理組合返戻金 271,328 271,328 0

271,328 0 0 271,328 0

財　　源　　内　　訳
備　　　考

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

事　業　概　要　等

・令和2年度の歳入に不足が生じるため、令和3年
度から繰上充用を実施

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

歳　入

款 目 部署 項　目 補正額

款 目 部署 項　目 補正額
財　　源　　内　　訳

4.　住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第1号）〔専決〕

歳　出


