
既決予算額 18,695,782 千円

補正計上額 172,002 千円

補正後の額 18,867,784 千円

国・県費 起債 その他 一般財源

民生費 児童措置費 こども未来課
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（現
金給付分）

172,002 172,002 0

172,002 172,002 0 0 0

国・県費 起債 その他 一般財源

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補
助金

167,500 167,500 0

子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補
助金

4,502 4,502 0

172,002 172,002 0 0 0

既決予算額 18,867,784 千円

補正計上額 853,879 千円

補正後の額 19,721,663 千円

国・県費 起債 その他 一般財源

人事課 人事異動に伴う人件費 ▲ 26,850 ▲ 26,850

一般管理費 ふるさと寄附業務委託 50,000 50,000

財産管理費 ふるさと応援基金積立 100,000 100,000 0

自治振興費 一般コミュニティ助成事業 1,400 1,400 0

アートアルカ
ディア推進費

公園課
室生山上公園芸術の森来園者用駐車場整備
事業

1,598 1,598 0

障害者福祉費 障害介護給付費・障害児給付費 50,392 34,875 15,517

介護保険費 国庫補助金返還金 666 666

私立保育所補助金 1,405 412 993

電算委託料（システム改修） 3,641 3,641 0

国庫補助金等返還金 264 264

国庫補助金返還金 3,187 3,187

国庫補助金返還金 1,217 1,217

児童福祉施設
費

国庫補助金返還金 3 3

放課後児童健
全育成事業費

国庫補助金等返還金 8,542 8,542

予防費 新型コロナウイルスワクチン接種事業 61,084 61,084 0

健康づくり費 システム改修委託料 4,565 2,160 2,405

農業費 林業振興費 農林課 国庫補助金返還金 213 213

スポーツツーリズム推進事業（バスケット
ボール） 1,000 1,000 0

スポーツツーリズム推進事業（自転車） 1,400 1,400 0

学校管理費
（小学校）

600 300 300 0

学校管理費
（中学校）

450 225 225 0

元金 繰上償還金 553,795 552,400 1,395

利子 繰上償還に係る補償金 35,307 35,300 7

853,879 137,997 552,400 105,923 57,559合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

教育費 教育総務課 感染症対策等の学校教育活動継続支援事業
・感染症対策を徹底し、児童生徒の学習を保障する取組
を実施するにあたり、必要となる物品を購入

公債費 財政課
・財政健全化を図るための任意繰上償還金

・財政健全化を図るための任意繰上償還に係る補償金

・森林整備地域活動支援交付金の確定に伴う返還

商工費 観光費 観光課

・企業版ふるさと納税を活用したバスケットプロチーム
バンビシャス奈良との交流

・企業版ふるさと納税を活用したe-バイクの購入

・子育て世帯への臨時特別給付事務費補助金の確定に伴
う返還

・保育対策総合支援事業費補助金の確定に伴う返還

・子ども・子育て支援事業費の確定及び会計検査の結果
に伴う返還

衛生費 健康増進課
・3回目のワクチン接種事業に係る経費

・健（検）診情報連携システム整備

民生費

介護福祉課
・障害介護給付費、障害児給付費の利用増に伴う増額

・介護保険報酬改定に伴うシステム改修補助金返還金

児童措置費

こども未来課

・私立しらゆり保育園に対する保育所等整備交付金の増
額及び障害児保育向上事業の減額

・児童手当制度改正に伴うシステム改修

・子どものための教育・保育給付返還金、施設型給付県
費交付金の確定に伴う返還

・ひとり親世帯給付金事業費等補助金の確定に伴う返還

備考欄

・人事異動に伴う人件費

総務費
総務課

・ふるさと応援寄附金の増に伴う業務委託料等の増額

・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

・コミュニティ活動に係る備品整備

・来園者の増加に伴う駐車場増設工事

款 目 部署 項　　　　目 補正額

財　　源　　内　　訳

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

1．一般会計補正予算（第6号）　　　　　　　　　　　　　　

歳　出 （単位：千円）

備考欄

国庫支出
金

民生費
国庫補助金

こども未来課

款 目 部署 項　　　　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

財　　源　　内　　訳
備考欄

・18歳以下の子どもがいる世帯に対し、臨時特例給付金を支給
児童1人につき5万円

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

上記事業に係る充当財源の状況 （単位：千円）

令和3年第4回定例会　各会計補正予算の概要 報道資料４

1．一般会計補正予算（第5号）〔専決〕

歳　出 （単位：千円）

款 目 部署 項　　　　　目 補正額



国・県費 起債 その他 一般財源

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

23,250 23,250 0

衛生費
国庫負担金

健康増進課
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負
担金

12,087 12,087 0

私立保育所等整備交付金 1,987 1,987 0

子ども・子育て支援事業費補助金 3,641 3,641 0

新型コロナウイルスワクチン接種対策確保
事業補助金

48,997 48,997 0

健（検）診情報連携システム補助金 2,160 2,160 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 525 525 0

民生費
県負担金

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

11,625 11,625 0

総務費
県補助金

財政課 市町村財政健全化支援補助金 35,300 35,300 0

民生費
県補助金

こども未来課 障害児保育向上事業補助金 ▲ 1,575 ▲ 1,575 0

総合政策課 企業版ふるさと納税 2,400 2,400 0

総務課 ふるさと応援寄附金 100,000 100,000 0

地域づくり推
進基金繰入金

財政課 地域づくり推進基金繰入金 1,598 1,598 0

ふるさと応援
基金繰入金

総務課 ふるさと応援基金繰入金 525 525 0

繰越金 繰越金 財政課 前年度繰越金 57,559 57,559

諸収入 雑入 総務課 総務管理費雑入 1,400 1,400 0

市債 総務債 財政課 市町村財政健全化支援事業による県貸付金 552,400 552,400 0

853,879 137,997 552,400 105,923 57,559

令和3年12月　国民健康保険事業特別会計補正予算　【第1号】　

既決予算額 4,143,400 千円

補正計上額 348 千円

補正後の額 4,143,748 千円

国・県費 起債 その他 一般財源

諸
支出金

償還金 保険年金課 負担金償還金 348 348 0

348 348 0 0 0

国・県費 起債 その他 一般財源

繰越金 繰越金 保険年金課 前年度繰越金 348 348

348 0 0 0 348

財　　源　　内　　訳

備考欄

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

・令和2年度保険給付等交付金（特別交付金・保険事業
分）償還金

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

歳　入 （単位：千円）

款 目 部署 項　　　　目 補正額

歳　出 （単位：千円）

款 目 部署 項　　　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

備考欄

１追加

事　　　項 期　間 限度額（千円）

ごみ処理施設調査委託料 令和3年度から令和4年度まで 10,000

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

〔　債　務　負　担　行　為　補　正　〕

繰入金

健康増進課

県
支出金

国庫
支出金

民生費
国庫補助金

こども未来課

衛生費
国庫補助金

寄附金 総務費寄附金

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

備考欄



令和3年12月　介護保険事業特別会計補正予算　【第1号】　

既決予算額 4,384,000 千円

補正計上額 100,834 千円

補正後の額 4,484,834 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 66,187 66,187

諸
支出金

償還金 国庫負担金補助金返還金 34,647 34,647

100,834 0 0 0 100,834

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 100,834 100,834

100,834 0 0 0 100,834

令和3年12月　市立病院事業特別会計補正予算　【第2号】　

1．収益的収入及び支出

既決予算額 4,062,751 千円

補正計上額 3,959 千円

補正後の額 4,066,710 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 ワクチン接種事業従事者に係る手当 3,959 3,959 0

3,959 3,959 0 0 0

国・県費 起債 その他 一般財源

他会計補助金 地方公営企業法第17条の3に基づく補助 557 557 0

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

3,743 3,743 0

4,300 3,743 0 557 0

2．資本的収入及び支出

既決予算額 355,916 千円

国・県費 起債 その他 一般財源

資本的収
入

県補助金 経営企画課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事
業補助金

2,618 2,618 0

2,618 2,618 0 0 0合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

収入の部 （単位：千円）

款 目 部署 項　　　　目 　補正額
財　　源　　内　　訳

備考欄

備考欄

病院
事業
収益

経営企画課

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

款 目 部署 項　　　　目 　補正額
財　　源　　内　　訳

財　　源　　内　　訳
備考欄

・特殊勤務手当　3,402
・管理職特別勤務手当・時間外勤務手当　557

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

収入の部 （単位：千円）

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

支出の部 （単位：千円）

款 目 部署 項　　　　目 補正額

歳　入 （単位：千円）

款 目 部署 項　　　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

備考欄

備考欄

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2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

款 目 部署 項　　　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

歳　出 （単位：千円）


