
（補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より） （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

60,063,047 21,926,234 3,740,300 3,068,098 31,328,415

第14号 ９月 879,899 110,501 311,200 △ 11,679 469,877

a 補正後予算 60,942,946 22,036,735 4,051,500 3,056,419 31,798,292

b （令和元年度9月補正予算） 49,794,349

a-b 差引額 11,148,597

増減率 22.4%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 879,899 千円

【歳入予算の主な内容】

（１） 国庫支出金98,743千円

① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　88,498千円

・第１・２次分（地方単独事業）88,498千円（交付限度額1,632,817千円、予算計上済額1,105,781千円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　差引額527,036千円）

② 子ども・子育て支援　6,789千円

③ 番号制度　3,980千円

（２） 県支出金11,758千円

① 子ども・子育て支援　6,789千円

② 地域経営推進　2,611千円

（３） 寄附金4,400千円

（４） 繰入金△535,594千円

（５） 繰越金994,006千円

【歳出予算の主な内容】

（１）新型コロナウイルス感染症対応

① 電子入札システムの導入経費（2款1項1目）6,517千円

市営建設工事及び建設関連業務の入札をオンライン化し、業務の非接触化により感染症の拡大防止を図る。

② 市役所職員の在宅勤務環境の構築経費（2款1項10目）2,104千円

感染症拡大時に備え、市役所職員が在宅勤務で使用するパソコン用データ通信機を導入し、業務継続体制を

整備

③ 社会福祉施設等感染症対策支援事業(3款1項1目)29,000千円
高齢者福祉施設、障がい福祉施設並びに児童福祉施設が県の補助を受け、衛生用品購入などの感染拡大防

止対策を行い、県の補助対象経費を上回る場合に、1事業所あたり100千円を限度に上乗せ補助

④ はなまき暮らしの継続応援事業(3款3項1目)8,661千円
感染症の影響による休業等で、収入が大きく減ったことを理由に、緊急小口資金又は総合支援資金の特例貸付

を受けた方への支援金（貸付利用額の20％）

　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した社会福祉施設等感染症対策支援事業、観光施設等
感染症予防対策事業のほか、文化会館施設改修事業、７月２７日から２８日にかけての大雨洪水災害の災害復旧費等
に係る歳入歳出予算の補正、繰越明許費及び地方債の補正。

比較

令和２年度花巻市一般会計補正予算（第１４号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
２

年度

現計予算（第13号補正後）



⑤ 技術力・経営力向上支援事業(7款1項2目)のうち5,000千円

県外への営業活動及び新規販路拡大に伴う営業活動経費に対し、1事業者あたり250千円を上限に2/3を補助

⑥ 観光・物産事業者等緊急対策事業(7款1項3目)10,706千円

新花巻駅と温泉宿泊施設間の定額タクシー運行支援、次年度のまつり開催に向けた支援

・花巻温泉郷定額タクシー運行支援業務委託料　4,906千円

　新花巻駅と温泉宿泊施設間の定額タクシー運行を支援

・花巻まつり代替イベント開催支援事業補助金　1,000千円

　花巻まつりの中止により失われた郷土芸能、花巻まつりばやしの発表の機会を設け、次年度の開催に向けた

　機運醸成やまつりのＰＲを行うイベント開催に対する支援

・まつり山車団体継続支援事業補助金　4,800千円

　山車団体が来年度以降の継続に向けて実施する、備品の修繕などに対する支援

⑦ 観光施設等感染症予防対策事業(7款1項3目)15,000千円
市内の宿泊事業者が県の補助を受けて実施する、衛生設備整備、飛沫感染防止などの感染拡大防止対策に

ついて、県の補助対象経費を上回る場合に、1施設あたり1,000千円を限度に2/3を上乗せ補助

⑧ 消防拠点施設等整備事業(9款1項2目)8,457千円

交代勤務職員の仮眠時における感染症拡大を防止するため、熱交換型換気設備の導入などにより換気の悪い

密閉空間を改善

⑨ 市役所庁舎機能の分散に備えた設備更新経費(10款5項1目)3,300千円

市役所職員に感染者が発生した場合に、重要な業務を継続させ庁舎機能を確保するため、生涯学園都市会館

の電話交換設備を増強

（２）新型コロナウイルス感染症の影響によるイベント、行事等の中止及び次年度以降への延期に伴う減額整理

感染症拡大の防止のため中止又は次年度以降への延期を決定した23事業の減額整理 △168,671千円

【主な事業】

・観光イベント開催事業（7款1項3目）△58,100千円（イーハトーブフォーラム、花巻まつりなど）

・芸術文化推進事業（10款5項4目）△15,803千円（文化会館の舞台鑑賞自主事業）

・競技スポーツ支援事業（10款6項1目）△14,426千円（イーハトーブ花巻ハーフマラソン大会など）

（３）その他

① 財政調整基金積立金(2款1項5目)500,000千円

令和元年度実質収支額の2分の1を積み立て

② 高齢者介護予防対策事業（3款1項2目）9,291千円

湯のまちホット交流サービス利用者の増加に伴う事業費の追加

③ 保育サービス向上支援事業(3款2項2目)20,367千円

補助基準額の改定に伴う一時預かり事業補助金の追加

④ スマートアグリ推進事業(6款1項3目)5,200千円

農業用ロボット技術・ＩＣＴ機器導入及び農業用ドローン教習費に対する補助金の追加

⑤ 商店街賑わいづくり事業(7款1項2目)のうち3,951千円

まちの駅いしどりや酒蔵交流館の解体設計費

⑥ 商店街景観形成事業(7款1項2目)1,730千円

大迫地域の中心商店街において街並みを活かした景観づくりに向けた歴史的建物の基礎調査費を追加

⑦ 観光施設維持事業(7款1項3目)15,069千円

交流会館の空調設備更新経費

⑧ 河川排水路改修事業(8款3項1目)27,300千円

本年度に新設された「緊急浚渫推進事業債」を活用し、8河川9か所の浚渫を実施



⑨ 小中学校学区再編等調査事業(10款1項2目)573千円

令和3年4月に大迫小学校に統合する予定の内川目小学校、亀ケ森小学校の閉校関連事業

⑩ 生涯学習施設整備事業(10款5項1目)18,985千円

好地会館及び石鳥谷高齢者創作館の耐震改修工事費等

⑪ 文化会館施設改修事業(10款5項4目)258,115千円

文化会館大ホールの舞台照明設備改修工事費等

⑫ 文化財保護活用事業(10款5項8目)1,954千円

国指定重要文化財「旧小原家住宅」の防火設備設置費

⑬ 現年災害復旧費(11款1項1目)23,240千円

7月27日から28日にかけて発生した、大雨洪水災害の復旧経費（農地6か所、農業用施設9か所、林道8か所）

⑭ 現年災害復旧費(11款2項1目)50,611千円

7月27日から28日にかけて発生した、大雨洪水災害の復旧経費（道路39か所、河川水路8か所）

第２　繰越明許費 271,759 千円

① 生涯学習施設整備事業 13,644 千円

② 文化会館施設改修事業 258,115 千円

第３　地方債の補正（追加・変更） 319,400 千円

　（１）追加

① 災害復旧事業　22,300千円

　（２）変更

① 労働施設整備事業（勤労青少年ホーム耐震改修）　500千円

② 農村施設整備事業（自然休養村センター耐震改修）　2,100千円

③ 産業振興事業（商店街賑わいづくり事業）　△8,400千円

④ 河川整備事業（河川浚渫）　27,300千円

⑤ 生涯学習施設整備事業（好地会館、石鳥谷高齢者創作館耐震改修）　18,000千円

⑥ 文化振興事業（萬鉄五郎祭中止）　△200千円

⑦ 社会教育施設整備事業（文化会館舞台照明設備改修）　245,200千円

⑧ スポーツ施設整備事業（武徳殿耐震改修）　4,400千円

⑨ 臨時財政対策債　8,200千円



（補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より） （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

60,942,946 22,036,735 4,051,500 3,056,419 31,798,292

第15号 ９月追加 519,180 335,780 183,400

a 補正後予算 61,462,126 22,372,515 4,234,900 3,056,419 31,798,292

b （令和元年度9月補正予算） 49,794,349

a-b 差引額 11,667,777

増減率 23.4%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 519,180 千円

【歳入予算】

（１） 国庫支出金311,780千円

① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　311,780千円

・第１・２次分（地方単独事業）183,075千円（交付限度額1,632,817千円、補正後予算額1,288,856千円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　差引額343,961千円）

・第３次分（国庫補助事業）128,705千円（補正後予算額145,178千円）

（２） 県支出金24,000千円

① 観光宿泊施設緊急対策24,000千円

（３） 地方債183,400千円

【歳出予算】

① 光情報通信環境整備事業（2款1項17目）369,180千円

光ファイバー未整備地域の解消を図るため、国の高度無線環境整備推進事業を活用し光ファイバーを整備する

民間電気通信事業者への整備費及び管理運営費に対する負担金

② 観光・物産事業者等緊急対策事業（7款1項3目）150,000千円

温泉宿泊施設等利用促進事業補助金の利用者増加に伴う事業費の追加

第２　地方債の補正（追加） 183,400 千円

① 通信環境整備事業（光情報通信環境整備負担金）183,400千円

　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した光情報通信環境整備事業、観光・物産事業者等緊
急対策事業に係る歳入歳出予算の補正及び地方債の補正。

比較

令和２年度花巻市一般会計補正予算（第１５号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
２

年度

現計予算（第14号補正後）



（補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より） （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,121,349 1 1,695 2,119,653

第１号 ９月補正 4,070 4,070

a 補正後予算 2,125,419 4,071 1,695 2,119,653

b （令和元年度9月現計） 2,162,057

a-b 差引額 △ 36,638

増減率 △ 1.7%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 4,070 千円

【歳入】

　①国庫支出金（高齢者医療制度円滑運営事業費補助金） 4,070 千円

【歳出】

　①1款1項1目　管理運営費 4,070 千円

税制改正対応等に伴うシステム改修経費

比較

　税制改正対応等に伴う後期高齢者医療保険市町村システム改修に係る歳入歳出予算の補正。

令和２年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
２

年度

当初予算



（補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より） （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

10,572,290 4,116,348 2,775,809 3,680,133

第２号 ９月補正 19,578 19,578

a 補正後予算 10,591,868 4,116,348 2,775,809 3,699,711

b （令和元年度9月現計） 10,666,798

a-b 差引額 △ 74,930

増減率 △ 0.7%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 19,578 千円

【歳入】

　①国庫支出金（過年度分） 4,752 千円

　②支払基金交付金（過年度分） 11,548 千円

　③県支出金（過年度分） 3,278 千円

【歳出】

　①4款1項1目　基金積立金 13,588 千円

介護給付費準備基金への積み立て

　②6款1項2目　返還金 5,990 千円

前年度の精算に伴う国県支出金等の返還金

比較

　過年度精算に伴う国県支出金等返還金に係る歳入歳出予算の補正。

令和２年度花巻市介護保険特別会計補正予算（第２号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
２

年度

現計予算（第1号補正後）


