
（一般会計）

歳入歳出予算補正（第5回補正）

(単位:千円)

国庫支出金 臨時交付金 県支出金 地方債 その他 一般財源

15 総務費 24,600 11,819 11,900 881

 電子市役所推進経費 7,500 7,500 端末の増設

RPA用 15台

 賦課徴収事務費 4,400 4,400 キャッシュレス決済導入経費

市税

 窓口機器運用費 12,700 11,819 881 住民基本台帳システム改修

国外転出者対応

20 民生費 1,972,495 26,625 1,694,795 251,075

 生活困窮者自立支援 35,500 26,625 8,875 住居確保給付金の給付

 事業費 給付費 34,500

事務費 1,000

 国民健康保険事業 3,795 3,795 キャッシュレス決済導入経費

 特別会計繰出金 国民健康保険料

 後期高齢者医療事業 1,100 1,100 キャッシュレス決済導入経費

 特別会計繰出金 後期高齢者医療保険料

 子育て応援臨時給付金 1,492,200 1,460,000 32,200 児童手当受給者に対する給付金支給

 給付事業費 給付費 1,460,000

事務費 32,200

 新生児臨時特別給付金 410,000 200,000 210,000 新生児に対する給付金支給

 給付事業費 給付費 400,000

事務費 10,000

 児童福祉総務費 2,900 2,900 キャッシュレス決済導入経費

 　法施行事務費 保育料等

 放課後児童健全育成事業費 2,900 2,900 キャッシュレス決済導入経費

 　管理運営費 放課後児童クラブ利用者負担金等

 放課後児童健全育成事業費 23,000 23,000 放課後児童クラブWi-Fi環境整備

 　整備事業費 市立67クラブ

 介護保険事業 1,100 1,100 キャッシュレス決済導入経費

 特別会計繰出金 介護保険料

令和2年9月補正予算事項一覧表

事項名等 補正額
財　　　源　　　内　　　訳

説     明



国庫支出金 臨時交付金 県支出金 地方債 その他 一般財源
事項名等 補正額

財　　　源　　　内　　　訳
説     明

25 衛生費 139,200 3,600 46,500 22,800 16,200 50,100

 新型コロナウイルス 123,000 3,600 46,500 22,800 50,100 新型コロナウイルス感染拡大防止経費

 感染症対策事業費 インフルエンザワクチン接種助成

帰国者接触者外来等受診助成

ＰＣＲ検査用品等購入

 じん芥処理費 16,200 16,200 環境ふれあいセンターエレベーター

 　広域処理等経費 追加工事に伴う事業費の増

40 商工費 903,100 600,100 303,000

 産業デジタル化 843,000 540,000 303,000 中小企業等の働き方改革や生産性向上に

 推進事業費 向けたデジタル化支援

@150×従業員数　上限@3,000　補助率 3/4

 雇用促進対策事業費 4,500 4,500 失業者・転職者向けジョブマッチング

 来て、みて、ホットする 55,600 55,600 大名行列体感プロモーション

 姫路キャンペーン事業費 思い出作り支援

姫路城での記念撮影等

姫路・播磨の魅力再発見バスツアー等

姉妹都市等観光推進キャンペーン

45 土木費 70,000 60,000 10,000

 既設住宅改善事業費 70,000 60,000 10,000 外部改修：蒲田

50 消防費 364,000 124,988 239,012

 災害対策事務費 364,000 124,988 239,012 避難所における新型コロナウイルス

感染症対策

55 教育費 23,900 23,900

 社会体育施設建設費 20,000 20,000 スポーツ施設手洗い場蛇口の自動水栓化

 　施設整備費

 社会体育施設建設費 3,900 3,900 スポーツ施設サーマルカメラ購入

 　設備整備費 中央体育館、総合スポーツ会館等

合　　計 3,497,295 42,044 2,502,183 22,800 76,200 854,068



繰越明許費

(単位:千円)

国庫支出金 臨時交付金 県支出金 地方債 その他 一般財源

じん芥処理費 41,000 41,000 環境ふれあいセンターエレベーター

広域処理等経費 設置工事

産業デジタル化 843,000 540,000 303,000
中小企業等の働き方改革や生産性向上に

推進事業費
向けたデジタル化支援

阿保土地区画整理 180,000 162,000 18,000 南駅前線排水路整備工事ほか

事業費 工事10件

都市交通システム 156,062 47,673 97,500 10,889 大塩駅歩道橋整備工事委託

整備事業費

中学校費 84,788 67,200 17,588 書写中学校水泳プール大規模改修工事

水泳プール整備

事業費

合　　計 1,220,062 47,673 540,000 300,500 331,889

債務負担行為予算補正(追加)
(単位:千円)

大塩駅周辺整備事業費

事　　　　　　項 限度額 期間

120,120

事業名 補正額
財　　　源　　　内　　　訳

説     明

令和3年度



（国民健康保険事業特別会計 事業勘定）

歳入歳出予算補正 (単位:千円)

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

賦課徴収経費 3,795 3,795 キャッシュレス決済導入経費

国民健康保険料

合　　計 3,795 3,795

（介護保険事業特別会計）

歳入歳出予算補正 (単位:千円)

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

管理事務費 1,100 1,100 キャッシュレス決済導入経費

介護保険料

合　　計 1,100 1,100

（後期高齢者医療事業特別会計）

歳入歳出予算補正 (単位:千円)

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

管理事務費 1,100 1,100 キャッシュレス決済導入経費

後期高齢者医療保険料

合　　計 1,100 1,100

事項名等 補正額

財　　　源　　　内　　　訳

説     明

事項名等 補正額

財　　　源　　　内　　　訳

説     明

事項名等 補正額

財　　　源　　　内　　　訳

説     明


