
（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

55,642,281 13,634,319 2,939,100 7,029,422 32,039,440

第14号 １月専決 200,000 200,000

a 補正後予算 55,842,281 13,634,319 2,939,100 7,029,422 32,239,440

b （令和2年度1月予算現計） 66,217,682

a-b 差引額 △ 10,375,401

増減率 △ 15.7%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 200,000 千円

【歳入予算】

　財政調整基金繰入金　200,000千円（累計806,789千円）

【歳出予算】

　生活道路維持事業（8款2項2目）200,000千円

　市道に係る除雪業務委託料の追加（累計500,000千円）

　市道の除雪業務委託料の追加に係る歳入歳出予算の補正。

比較

令和３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
３

年度

現計予算（第13号補正後）
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（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

55,842,281 13,634,319 2,939,100 7,029,422 32,239,440

第15号 １月専決 200,000 200,000

a 補正後予算 56,042,281 13,634,319 2,939,100 7,029,422 32,439,440

b （令和2年度1月予算現計） 66,217,682

a-b 差引額 △ 10,175,401

増減率 △ 15.4%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 200,000 千円

【歳入予算】

　財政調整基金繰入金　200,000千円（累計1,006,789千円）

【歳出予算】

　生活道路維持事業（8款2項2目）200,000千円

　市道に係る除雪業務委託料の追加（累計700,000千円）

　市道の除雪業務委託料の追加に係る歳入歳出予算の補正。

比較

令和３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
３

年度

現計予算（第14号補正後）
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（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

56,042,281 13,634,319 2,939,100 7,029,422 32,439,440

第16号 ２月臨時 2,078,401 1,838,540 433,500 △ 193,639

a 補正後予算 58,120,682 15,472,859 3,372,600 7,029,422 32,245,801

b （令和2年度2月現計） 66,893,920

a-b 差引額 △ 8,773,238

増減率 △ 13.1%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 2,078,401 千円

【歳入予算】

① 国庫支出金　1,835,940千円

② 県支出金　2,600千円

③ 財政調整基金繰入金　△193,639千円（累計813,150千円）

④ 市債　433,500千円

【歳出予算】

　１　新型コロナウイルス感染症対策

① 公共交通事業者緊急対策事業（2款1項7目）　5,000千円

地域公共交通の維持確保のため、経営環境が悪化している乗合バス事業者の事業継続へ支援金を交付

② 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業（3款1項1目）　1,018,624千円

世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税である世帯及び家計急変世帯に対する給付金及び事務費

・給付額　10万円/世帯

③ 学生生活緊急支援事業（3款1項1目）　78,306千円

市内に住所を有している学生等及び生計維持者（保護者）が市内に居住している学生等に対する支援金

及び事務費

・給付額：3万円/人　・対象者：令和4年2月1日現在の学生等（ただし、就業者（社会保険被保険者）は除く）

④ こども食堂等運営緊急支援事業（3款2項1目）　1,500千円

こども食堂等の持続的な運営に必要な物品等の購入費等に対する支援（一団体あたりの上限額30万円）

⑤ 子育て世帯臨時特別給付金給付事業（3款2項2目）　50,181千円

国の支給対象拡大及び国の支給対象外となる所得超過世帯に対する給付金及び事務費

・国の支給対象拡大分：親が基準日以降に離婚し、給付金を受給できなかったひとり親家庭への給付

・給付額：児童一人あたり10万円

⑥ ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（3款2項2目）　39,399千円

児童を扶養しているひとり親世帯の生活を支援するための給付金及び事務費

・給付額：児童扶養手当受給者一人あたり5万円

⑦ 修学児童・生徒世帯生活応援事業（3款2項2目）　21,942千円

生活が困窮している世帯の生活支援のため、就学援助対象世帯（準要保護世帯）への支援金及び事務費

・給付額：準要保護児童生徒一人あたり5万円

　住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業など新型コロナウイルス対策の追加、小学校施設維持事業など国の補
正予算対応等の追加に伴う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３年度花巻市一般会計補正予算（第１６号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
３

年度

現計予算（第15号補正後）

・所得超過世帯分：①令和3年9月分の児童手当の特例給付の対象となる児童
　　　　　　　　　　　  ②令和3年9月30日時点で高校生等（平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ）の児童で
　　　　　　　　　　　　　保護者の所得が児童手当の特例給付となる金額と同等以上の場合
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⑧ 花巻米生産緊急支援事業（6款1項7目）　84,914千円

・水田作付転換等生産資材費支援事業補助金37,692千円

　令和4年産の麦、大豆、子実用とうもろこし、永年性牧草の生産資材購入費に対する支援

・主食用米種子等購入費支援事業補助金47,222千円

　令和4年産主食用米の作付に係る水稲種子、水稲苗の購入費に対する支援

⑨ 観光・物産事業者等緊急対策事業（7款1項3目）　18,000千円

市内に本社がある事業者が登録している貸切バス1台あたり200千円を交付

２　国の補正予算への対応

① 基幹系システム改修事業（2款1項10目）　6,765千円

法改正に伴う基幹系システムの改修経費（マイナンバーカード所有者の転出、転入手続きのワンストップ化）

② 放課後児童支援事業（3款2項1目）　2,357千円

学童クラブに勤務する職員の給料等について、令和4年2月分から3％程度（月額9,000円）の賃金改善を実施する

場合に支援

③ 保育委託事業（3款2項2目）　13,530千円

私立の保育園、こども園等に勤務する職員の給料等について、令和4年2月分から3％程度（月額9,000円）の賃金

改善を実施する場合に支援

④ 土地改良事業（6款1項6目）　138,696千円

県営土地改良事業負担金（大沢、平良木、砂子、柴沼、太田、東和北、東和南、炭焼沢地区）

⑤ 生活道路維持事業（8款2項2目）　70,000千円

社会資本整備総合交付金を活用した道路舗装長寿命化及び融雪施設補修（4路線）

⑥ 生活道路整備事業（8款2項3目）　66,000千円

地域連携道路事業費補助を活用したスマートインターチェンジへのアクセス道路整備（1路線）

⑦ 橋梁維持事業（8款2項4目）　21,000千円

道路メンテナンス補助を活用した橋梁修繕設計（3橋）

⑧ 交通安全環境整備事業（8款2項5目）　32,000千円

社会資本整備総合交付金を活用した歩道整備（1路線）

⑨ 宅地耐震化推進事業（8款4項1目）　12,000千円

社会資本整備総合交付金を活用した大規模盛土造成地の変動予測調査

⑩ 公園整備事業（8款4項4目）　34,000千円

社会資本整備総合交付金を活用した公園の遊具更新（7施設）

⑪ 小学校施設維持事業（10款2項1目）　227,849千円

⑫ 中学校施設維持事業（10款3項1目）　81,015千円

学校施設環境改善交付金を活用した中学校整備（花巻北中学校LED照明・FF式暖房更新）

⑬ スポーツ施設環境整備事業（10款6項2目）　29,139千円

学校施設環境改善交付金を活用した湯口地区社会体育館の改修

　３　その他

① 婚活支援団体育成事業（2款1項6目）　3,900千円

結婚新生活支援事業費補助金の追加

学校施設環境改善交付金を活用した小学校整備（桜台小学校長寿命化改良、南城小学校及び宮野目小学校FF
式暖房更新、大迫小学校LED照明更新）
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② 周産期医療確保対策事業（4款1項1目）　4,668千円

市内の分娩を取扱う産科医療機関に就職した産科医師及び産科医療機関への補助制度創設

・医師就職支援　市内産科医療機関に就職した産科医師への補助（1人2,000千円）

・医師保育料支援　市内産科医療機関に就職した産科医師が養育する0歳児から2歳児の保育料補助（補助率1/2）

・医師紹介料支援　市内産科医療機関に対し、医師紹介により雇用した場合の紹介手数料補助（補助率1/2）

③ 森林整備事業（6款2項2目）　15,416千円

市有林復旧業務委託料の不足額の追加

④ 萬鉄五郎作品の購入費（10款5項10目）　2,200千円

萬鉄五郎作絵画1点の購入費

第２　繰越明許費の補正（追加・変更） 1,962,378 千円

　　○追加15件　1,839,683千円

【新型コロナウイルス感染症対策分】4件　1,206,473千円

【国の補正対応分】10件　581,768千円

【その他分】1件　51,442千円

森林整備事業

　　○変更1件　122,695千円

花巻米生産緊急支援事業（水田作付転換等生産資材費支援事業補助金等の追加）

　（変更前）37,781千円、（変更後）122,695千円

第３　地方債の補正（変更） 433,500 千円

① 農業農村整備事業（県営土地改良事業負担金） 131,400 千円

② 道路整備事業（生活道路・橋梁・交通安全環境整備） 80,800 千円

③ 都市施設整備事業（公園施設整備） 18,000 千円

④ 学校施設整備事業（小・中学校施設維持） 176,600 千円

⑤ スポーツ施設整備事業（湯口地区社会体育館改修） 26,700 千円

住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業、学生生活緊急支援事業、こども食堂等運営緊急支援事業、観
光・物産事業者等緊急対策事業

基幹系システム改修事業、生活道路維持事業、生活道路整備事業、橋梁維持事業、交通安全環境整備事業、宅
地耐震化推進事業、公園整備事業、小学校施設維持事業、中学校施設維持事業、スポーツ施設環境整備事業
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