
既決予算額 18,362,889 千円

補正計上額 332,893 千円

補正後の額 18,695,782 千円

国・県費 起債 その他 一般財源

財産管理費 財政課 210,000 210,000

企画費 総合政策課 2,219 1,128 240 851

生活安全対策費 総務課 500 500 0

総合センター管
理運営費

519 519 0

4,000 4,000 0

21,833 10,637 9,200 1,996

賦課徴収費 税務課 2,400 2,400

保健衛生総務費 健康増進課 1,800 1,800 0

人事課 1,456 1,456 0

健康増進課 11,143 11,143 0

農業振興費 4,751 275 4,476

12,588 12,588 0

1,000 1,000 0

2,000 2,000 0

10,000 5,586 4,414 0

観光費 16,852 13,876 2,976 0

美榛苑費 32 32

土木費 都市計画総務費 まちづくり推進課 5,025 5,025 0

事務局費 教育総務課 123 123

社会教育総務費 生涯学習課 2,081 2,081 0

公民館費 中央公民館 1,287 1,287

治山施設
災害復旧費

農林課 10,134 5,067 5,000 67

9,400 9,400 0

1,750 1,200 550

332,893 66,506 24,800 19,805 221,782

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 140,900 140,900

使用料
手数料

総務使用料 総合政策課 240 240 0

財政課 10,611 10,611 0

地域振興課 8,592 8,592 0

衛生費
国庫補助金

健康増進課 12,599 12,599 0

農林水産業費
国庫補助金

農林課 12,588 12,588 0

商工費
国庫補助金

観光課 13,876 13,876 0

総合政策課 1,128 1,128 0

地域振興課 2,045 2,045 0

災害復旧費
県補助金

農林課 5,067 5,067 0

地域づくり推進
基金繰入金

財政課 1,996 1,996

ふるさと応援
基金繰入金

総務課 18,290 18,290 0

森林環境整備
促進基金繰入金

農林課 1,000 1,000 0

繰越金 繰越金 財政課 219,786 219,786

諸収入 雑入 農林課 275 275 0

令和3年第3回定例会　　補正予算の概要 報道資料４

1．一般会計補正予算（第4号）

歳　出 （単位：千円）

備考欄

総務費

財政調整基金積立金
・令和2年度決算における実質収支額の概ね1/2を積立
て

バス運行管理委託
・大宇陀南部地域ボランティア有償バスの本格運行に係
る委託料

特殊詐欺等防止対策機器購入
・特殊詐欺防止対策として電話機を購入する65歳以上
に対する補助

地域振興課

空気清浄機能付き空調機改修

款 目 部署 予　　算　　要　　求　　内　　容 補正額

財　　源　　内　　訳

課税更正還付金 ・株式譲渡割控除の還付に伴う還付金の増額

衛生費

医療介護連携ＩＣＴ負担金
・宇陀地域医療・介護支援ネットワーク（宇陀けあネット）
の東和医療圏下での広域活用に係る負担金

予防費 新型コロナウイルスワクチン接種事業
・11月末までに接種事業を完了するため必要なワクチン
接種体制等の経費

・総合センター研修室１の空調機を空気清浄機能付に改
修

まちづくり支援費

空き家活用推進事業
・市内の空き家を活用し起業する者に対し、その事業費
の一部を補助

宇陀の魅力体験施設整備事業
・空き家を活用した都市部からの移住体験施設・シェアオ
フィスの運営に向けた施設整備

農林水
産業費

農林課

宮奥ダム管理運営事業
・取水制御機器長寿命化に向けた事前診断調査及び落
雷による放流警報制御装置等の修繕

林業振興費

美しい森林づくり基盤整備事業交付金 ・森林所有者等が実施した森林整備への補助

森林環境譲与税推進事業（宇陀市産木材利用促進事業）
・市産木材を利用して事業を行った者に対し、ウッピー商
品券を交付

保養センター美榛苑指定管理者選定事業 ・指定管理者選定委員報酬等

榛原駅前交流施設整備事業
・近鉄榛原駅前の賑わい創出という課題について、市内
外の方が気軽に利用できる交流施設整備

教育費

学校適正化推進事業
・(仮称）宇陀市学校適正化推進委員会の開催に伴う報
酬及び旅費

成人式新型コロナウイルス感染症対策事業
・宇陀市総合体育館で実施するための会場の設営や感
染予防対策

中央公民館管理事業

商工費

商工振興費 商工産業課

事業業態転換等支援事業
・新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者に
対し、業態転換や新たなサービスによる収益の確保の取
組みに対しての補助

事業者緊急対策支援事業
・新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者に
対し、感染症対策や売上回復に向けた取組みに対しての
補助

観光課

過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業
・菟田野地域内に存在する歴史的価値のある天国の井
戸及び芳野城の史跡を活用した観光振興事業に対する
補助

・経年劣化により動作不良となった高圧地絡継電器等を
改修

災害
復旧費

治山施設災害復旧事業
・自然災害により、林地に被害が発生したため、市町村治
山事業による災害復旧事業

公共土木施設
災害復旧費

建設課

公共土木施設災害復旧事業
・令和3年7月の豪雨により被災した市道の災害復旧事
業

法定外公共物災害復旧事業
・令和3年7月の豪雨により被災した里道・水路の災害復
旧事業

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

上記事業に係る充当財源の状況 （単位：千円）

款 目 部署 予　　算　　要　　求　　内　　容 補正額

美しい森林づくり基盤整備事業交付金

財　　源　　内　　訳
備考欄

普通交付税

ボランティア有償バス使用料

繰入金

地域づくり推進基金繰入金

ふるさと応援基金繰入金

森林環境整備促進基金繰入金

過疎地域持続的発展支援交付金

県
支出金

総務費
県補助金

安心して暮らせる地域公共交通確保事業補助金

移住促進施設整備事業補助金

治山施設災害復旧事業補助金

国庫
支出金

総務費
国庫補助金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

社会資本整備総合交付金

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

前年度繰越金

農業費雑入（建物災害共済保険）



総務債 9,200 9,200 0

10,600 10,600 0

5,000 5,000 0

臨時財政対策債 ▲ 140,900 ▲ 140,900

332,893 66,506 24,800 19,805 221,782

〔　債　務　負　担　行　為　補　正　〕

（追加）

定年延長制度導入支援業務委託料

市債 財政課

過疎対策事業債

災害復旧債

単独災害復旧事業債

事　　　項 期　　間 限度額（千円）

令和3年度から
令和4年度まで

2,200

緊急自然災害防止対策事業債

臨時財政対策債

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計


