
（一般会計）

歳入歳出予算補正（第10回）
(単位:千円)

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

20　民生費 73,600 36,800 36,800

私立施設特別保育 59,200 29,600 29,600 国の補正予算に伴う補助事業費の増

事業費

保育所費 14,400 7,200 7,200 国の補正予算に伴う補助事業費の増

運営費

25　衛生費 485,548 242,084 55,000 188,464

特定不妊・不育治療 323,308 161,654 161,654 国の補正予算に伴う補助事業費の増

助成事業費 R2拡充分：17,104

R3前倒し分：306,204

新型コロナウイルス 107,240 80,430 26,810 対象者の増に伴う補助事業費の増

感染症対策事業費 PCR検査助成等

保健医療推進基金 55,000 55,000 追加積立金

積立金 11,080→66,080

35　農林水産業費 129,279 68,266 40,500 20,513

地域農業生産総合振興 88,746 68,266 20,480 国の追加内示に伴う補助事業費の増

対策事業費 姫路生花卸売市場在宅ｾﾘｼｽﾃﾑ整備

県営土地改良事業 40,533 40,500 33 国の補正予算に伴う補助事業費の増

負担金 樅ノ木奥池ほか4箇所

40　商工費 △ 359,240 △ 359,240

工場立地奨励事業費 △ 359,240 △ 359,240 工場設置資金融資預託金の減

386,000→26,760

45　土木費 △ 361,212 △ 235,309 △ 39,100 △ 86,803

都市交通システム △ 100,000 △ 51,732 △ 43,400 △ 4,868 補助不採択に伴う減額補正

整備事業費 大塩駅歩道橋整備工事委託ほか

街路事業費 △ 820,000 △ 438,200 △ 343,600 △ 38,200 補助不採択に伴う減額補正

地方街路整備事業費 広畑幹線ほか1路線ほか

令和3年2月補正予算事項一覧表

補正額
財　　　源　　　内　　　訳

説     明事項名等



(単位:千円)

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
補正額

財　　　源　　　内　　　訳
説     明事項名等

街路事業費 △ 56,712 △ 28,356 △ 25,500 △ 2,856 補助不採択に伴う減額補正

交通結節点改善事業費 網干線

姫路駅周辺土地区画 △ 180,000 △ 90,000 △ 90,000 補助不採択に伴う減額補正

整理事業費 内環状東線歩道照明設置工事ほか

国庫補助事業費 55,000 27,500 27,500 国の補正予算に伴う補助事業費の増

公園設備整備事業費 遊具更新

空き家対策事業費 20,500 10,250 10,250 国の追加内示に伴う補助事業費の増

老朽危険空家等解体　1件

個人向け除却助成　15件

公営住宅建設事業費 720,000 335,229 345,900 38,871 国の追加内示に伴う補助事業費の増

中河原住宅第３期 RC造10階建　60戸

建替整備事業費 事業期間　R1～R3

総事業費　1,174,655千円

55　教育費 △ 1,100,965 △ 155,700 △ 571,600 △ 373,665

学校保健体育総務費 148,600 74,300 74,300 国の補正予算に伴う補助事業費の増

学校園における保健衛生用品購入

学校給食整備推進経費 △ 1,662,633 △ 319,334 △ 1,056,500 △ 286,799 補助不採択に伴う減額補正

(仮称)南部エリア学校給食センター

教育情報化推進費 40,525 32,025 8,500 国の補正予算に伴う補助事業費の増

幼稚園園務支援システム整備 34,000

貸出用端末購入 6,525

小学校費 731,256 169,745 553,600 7,911 国の補正予算に伴う補助事業費の増

校舎整備事業費 校舎改修：広畑

EV棟増築：東

トイレ改修：東、大塩、坊勢

外壁改修：網干、青山、谷外、御国野

小学校費 △ 413,339 △ 95,081 △ 284,600 △ 33,658 補助不採択に伴う減額補正

校舎整備事業費 トイレ改修：山田、別所、坊勢

外壁改修：広峰、八幡、大津、古知

小学校費 △ 712,195 △ 119,652 △ 459,500 △ 133,043 補助不採択に伴う減額補正

屋内運動場整備事業費 広畑第二、荒川



(単位:千円)

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
補正額

財　　　源　　　内　　　訳
説     明事項名等

小学校費 80,042 26,250 39,300 14,492 国の追加内示に伴う補助事業費の増

造成整備事業費 運動場：峰相、英賀保

小学校費 △ 34,401 △ 8,729 △ 13,000 △ 12,672 補助不採択に伴う減額補正

造成整備事業費 運動場：城東

小学校費 358,023 32,975 303,700 21,348 国の補正予算に伴う補助事業費の増

給食室整備事業費 津田、広畑

小学校費 △ 257,151 △ 43,290 △ 138,500 △ 75,361 補助不採択に伴う減額補正

給食室整備事業費 荒川

小学校費 24,620 6,733 17,600 287 国の補正予算に伴う補助事業費の増

付属施設整備事業費 空調更新：御国野、谷外、安富南

中学校費 617,013 121,302 456,500 39,211 国の補正予算に伴う補助事業費の増

校舎整備事業費 校舎改修：東

トイレ改修：林田

外壁改修：高丘、林田、豊富

中学校費 △ 402,690 △ 93,749 △ 276,900 △ 32,041 補助不採択に伴う減額補正

校舎整備事業費 トイレ改修：琴陵、白鷺

外壁改修：山陽、琴陵、飾磨東、朝日

中学校費 200,509 28,997 159,000 12,512 国の補正予算に伴う補助事業費の増

屋内運動場整備事業費 高丘

中学校費 60,000 20,000 30,000 10,000 国の追加内示に伴う補助事業費の増

造成整備事業費 運動場：飾磨西

中学校費 120,856 11,808 97,700 11,348 国の補正予算に伴う補助事業費の増

格技場整備事業費 林田

△ 1,132,990 △ 112,125 68,266 △ 570,200 △ 304,240 △ 214,691合　　計



（卸売市場事業特別会計）

歳入歳出予算補正 (単位:千円)

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

市場施設整備事業費 5,075,734 1,072,644 4,002,800 290 国の補正予算に伴う補助事業費の増

新市場新築工事

事業期間　R2～R4

総事業費　11,104,500千円

合　　計 5,075,734 1,072,644 4,002,800 290

繰越明許費 (単位:千円)

　◯印は2月補正

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

○ 市場施設整備事業費 5,319,565 1,129,492 4,148,000 42,073 新市場新築工事

合　　計 5,319,565 1,129,492 4,148,000 42,073

（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 市債 その他 一般財源

一般療養給付費 698,504 698,504 一般被保険者に係る療養の給付費の増

一般高額療養費 232,913 232,913 一般被保険者に係る高額療養費の増

合　　計 931,417 931,417

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

令和3年2月補正予算事項一覧表

事項名等 補正額

財　　　源　　　内　　　訳

説     明



（下水道事業会計）

資本的収支補正 (単位:千円)

国庫支出金 県支出金 企業債 その他 一般財源

施設整備費 2,072,000 1,043,700 1,028,300 国の補正予算に伴う補助事業費の増

合　　計 2,072,000 1,043,700 1,028,300

姫路駅北地区下水道管更生ほか 工事5件

事項名等 補正額

財　　　源　　　内　　　訳

説     明

汐入川西才川放水路幹線ほか 委託2件


