
（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

61,813,905 22,724,294 4,234,900 3,056,419 31,798,292

第17号 １１月専決 297,706 297,706

a 補正後予算 62,111,611 22,724,294 4,234,900 3,354,125 31,798,292

b （令和元年度11月予算現計） 49,794,349

a-b 差引額 12,317,262

増減率 24.7%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 297,706 千円

【歳入予算】

① 総務寄附金(まちづくり）　200,000千円

イーハトーブ花巻応援寄附金の増（累計800,000千円）

② まちづくり基金繰入金　97,706千円

【歳出予算】

① まちづくり基金積立金（2款1項6目）200,000千円

② イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業（2款1項6目）97,706千円

寄附金の増額に伴う返礼品、事務費の追加

　イーハトーブ花巻応援寄附金の増額見込みに伴う事業費の追加に係る歳入歳出予算の補正。

比較

令和２年度花巻市一般会計補正予算（第１７号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
２

年度

現計予算（第16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

62,111,611 22,724,294 4,234,900 3,354,125 31,798,292

第18号 １１月臨時 852,471 109,042 11,200 675,563 56,666

a 補正後予算 62,964,082 22,833,336 4,246,100 4,029,688 31,854,958

b （令和元年度11月現計） 49,794,349

a-b 差引額 13,169,733

増減率 26.4%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 852,471 千円

【歳入予算の主な内容】

（１） 地方交付税32,033千円

（２） 国庫支出金137,295千円

うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　132,301千円

・第１・２次分（地方単独事業）131,376千円（交付限度額1,632,817千円、補正後予算額1,632,817千円）

・第３次分（国庫補助事業）925千円（現計予算額145,178千円、補正後予算額146,103千円）

（３） 県支出金△28,253千円

（４） 寄附金450,530千円

うちイーハトーブ花巻応援寄附金の増450,000千円（累計1,250,000千円）

（５） 繰入金249,419千円

うちまちづくり基金225,033千円、財政調整基金24,386千円

（６） 市債11,200千円

【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 広報活動事業（2款1項2目）のうち1,535千円（会計年度任用職員人件費を除く）

感染症対策の周知に係る広報はなまきの増頁経費

② 庁舎内の無線ＬＡＮ環境の構築経費（2款1項10目）39,558千円

職員が時間や場所にとらわれずに業務ができるようにするための業務用の無線ＬＡＮ環境構築経費

③ 災害用物資備蓄事業（2款1項15目）14,424千円

感染症の拡大防止対策に必要な避難所用備品（備蓄品防災倉庫、車いす用仮設トイレ等）の追加経費

④ 修学児童・生徒世帯生活応援事業（3款2項2目）36,249千円

感染症の影響を含め、生活が困窮している就学援助対象世帯に対する支援

・基礎交付額

　準要保護児童生徒一人あたり5万円

・追加交付額

　6歳：一人あたり5万円、12歳：一人あたり5万円、15歳：一人あたり10万円　

　18歳（準要保護世帯）：一人あたり20万円

⑤ 救急医療確保事業（4款1項2目）938千円

休日歯科診療所内の感染症予防を図るための歯科治療器具の購入費

　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修学児童・生徒世帯生活応援事業等の追加のほ
か、イーハトーブ花巻応援寄附金の増額見込みに伴う事業費の追加、会計年度任用職員の期末手当等の追加、災害
復旧費の追加に係る歳入歳出予算の補正、繰越明許費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１８号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
２

年度

現計予算（第17号補正後）



⑥ 公共施設等感染症予防対策事業（4款1項3目）26,356千円

換気機能向上により感染症予防を図るための議場空調設備改修経費

⑦ 就労支援事業（5款1項2目）5,000千円

感染症の影響により就労の場を失った方の再就職を支援するため、期限の定めのない正規雇用労働者として雇

用した事業主に対する奨励金

　対象労働者一人あたり基礎賃金の2カ月分相当3名分まで対象

　一人あたりの上限額50万円、一事業者最大150万円

⑧ 失業者支援事業（5款1項2目）5,000千円

感染症の影響を受け失業した方の生活を支援するための生活見舞金（一人あたり10万円）

⑨ 肥育経営安定緊急支援事業（6款1項4目）2,950千円

肉用牛肥育経営安定緊急対策補助金（標準的な販売価格と標準的な生産費の差額の1割を補助）の追加

⑩ 中小企業振興融資事業（7款1項2目）9,000千円

4月1日から5月1日の期間に中小企業振興融資を利用した市内事業者の利子（全額）に対する補助金の追加

⑪ 観光情報発信事業（7款1項3目）1,918千円

市の物産品の売上向上を図るため、観光協会が実施するWebショップ用カタログ作成費、物産品の送料負担に

対し支援

⑫ 観光・物産事業者等緊急対策事業（7款1項3目）のうち12,228千円

感染症の影響を受けている物産関連事業者及び市内宿泊施設に対する支援

・物産関連業者支援業務委託料7,728千円

　市内温泉宿泊施設等利用促進事業参加施設の宿泊者を対象に、市内物産品が当選するキャンペーンを実施

・コンベンション等集客事業補助金4,500千円

　市内宿泊施設等でコンベンションや結婚披露宴を実施する方に対し、会場使用料等を支援

　コンベンション補助：補助率1/2、上限額5万円

　結婚披露宴補助：補助率1/2、上限額10万円

⑬ 観光施設等感染症予防対策事業（7款1項3目）のうち5,000千円

市内に本社を有する貸切バス事業者が実施する感染症予防対策に対する支援（補助率2/3、上限50万円）

⑭ 修学旅行キャンセル料支援事業（10款2項2目）1,000千円

⑮ 修学旅行キャンセル料支援事業（10款3項2目）2,500千円

感染症の影響により、中止又は延期を余儀なくされた小中学校の修学旅行のキャンセル料等を支援

⑯ 小学校学習用端末整備事業（10款2項2目）36,401千円

⑰ 中学校学習用端末整備事業（10款3項2目）19,472千円

児童生徒一人１台の学習用端末で使用するデジタルドリル教材の追加導入経費

⑱ 学校保健事業（10款6項1目）276千円

小中学校の感染症予防に必要な液体石鹸等の衛生用品の購入費

上記のほか、新型コロナウイルス感染症対応事業の執行見込みに伴う減額整理

（２）その他

① イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業（2款1項6目）224,208千円

寄附金の増額に伴う返礼品、事務費の追加

② 放課後児童支援事業（3款2項1目）3,780千円

内川目小学校、亀ケ森小学校と大迫小学校の統合に伴い児童が増加する早池峰学童クラブの施設改修費

③ 児童福祉施設等緊急時安全確保対策事業（3款2項1目）7,046千円

公立及び私立の保育園、認定こども園、学童クラブ等の児童福祉施設が行うＡＥＤの購入費及び補助



④ 畜産基盤強化対策事業（6款1項4目）13,618千円

大迫宇瀬水牧野で使用している管理用のトラクターの更新経費

⑤ 農林施設現年災害復旧費(11款1項1目)3,700千円

7月27日から28日にかけて発生した大雨災害の復旧経費の追加

⑥ 公共土木施設現年災害復旧費(11款2項1目)10,800千円

7月27日から28日にかけて発生した大雨災害の復旧経費の追加

⑦ 会計年度任用職員の期末手当・共済費の増額32,033千円

期末手当を0.5月から1.05月へ増額

・一般会計分30,511千円

・特別会計への繰出金1,522千円（国民健康保険特別会計553千円、介護保険特別会計969千円）

⑧ まちづくり基金積立金（2款1項6目）455,800千円

第２　繰越明許費の補正（追加） 64,600 千円

① 業務用無線ＬＡＮ環境構築事業 33,244 千円

② 公共施設等感染症予防対策事業 26,356 千円

③ 就労支援事業 5,000 千円

第３　地方債の補正（変更） 11,200 千円

① 災害復旧事業 11,200 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

8,459,313 6,163,692 16,383 2,279,238

第２号 １１月臨時 1,137 1,137

a 補正後予算 8,460,450 6,163,692 16,383 2,280,375

b （令和元年度11月現計） 8,221,751

a-b 差引額 238,699

増減率 2.9%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 1,137 千円

【歳入】

　①繰入金 △ 685 千円

　②繰越金 1,822 千円

【歳出】

　会計年度任用職員の期末手当等の追加

　①1款　総務費 553 千円

　②6款　保健事業費 584 千円

比較

　会計年度任用職員の期末手当等の追加に係る歳入歳出予算の補正。

令和２年度花巻市国民健康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）



（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

10,591,868 4,116,348 2,775,809 3,699,711

第３号 １１月臨時 117,261 1,979 123 115,159

a 補正後予算 10,709,129 4,118,327 2,775,932 3,814,870

b （令和元年度11月現計） 10,666,798

a-b 差引額 42,331

増減率 0.4%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 117,261 千円

【歳入】

　①国庫支出金 1,886 千円

　②支払基金交付金 123 千円

　③県支出金 93 千円

　④繰入金 11,534 千円

　⑤繰越金 103,625 千円

【歳出】

　①1款　総務費 13,141 千円

うち介護保険システム改修業務 12,265 千円

　　会計年度任用職員の期末手当等の追加 876 千円

　②3款　地域支援事業費 648 千円

　　会計年度任用職員の期末手当等の追加

　③4款　基金積立金 3,622 千円

　　介護給付費準備基金積立金の追加

　④6款　諸支出金 99,850 千円

うち平成30年度交付分返還金（介護給付費分） 96,194 千円※会計検査院指摘分

     平成30年度交付分返還金（総合事業分） 3,652 千円※自主点検分

　　 令和元年度交付分返還金（介護給付費分） 4 千円※自主点検分

比較

　報告誤りによる国庫支出金の過大交付分の返還金のほか、会計年度任用職員の期末手当等の追加等に係る歳入歳
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３号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
２

年度

現計予算（第2号補正後）


