
973,478 千円

27,368 千円

9,880 千円

259 千円

収益的収入 1,006 千円

資本的収入 997 千円

1,993 健康づくり課

△ 1,421 健康づくり課

1,168 健康づくり課

16,000 福祉課

389 福祉課

2,353 福祉課

23,186 福祉課

○一般管理事務費【生活保護総務費】

　前年度の被保護者就労支援事業費国庫負担金等の確定により、返還金を
計上します。

○生活保護費

　前年度の生活扶助費負担金の確定により、返還金を計上します。
　今後の見込みにより、介護扶助費を増額します。

○福祉会館整備事業

　福祉会館多目的トイレへユニバーサルシートを設置します。

○支援費サービス事業

　病院や施設を退院・退所し、グループホームを利用する障がい者の増加に
伴い、共同生活援助支援費を増額します。

○保健センター管理事業

　新型コロナウイルス感染症対策として、web会議の開催やタブレットを活用し
た健康相談など、オンラインでの業務を円滑に進めるため、保健センターへ
Wi-Fi環境を整備します。

〇母子保健事業

　今後の見込みにより、産後ケア事業委託料を増額します。
　新型コロナウイルス感染症対策として、避難所用にダンボール授乳室を購入
します。
　会計年度任用職員の経費を精査します。

○健康診査事業

　受診者増に伴い、後期高齢者人間ドック補助金を増額します。

担当課

　※一般会計分は、第五次総合計画の基本目標別に掲載しています。

　※事業の詳細は、各担当課へお問い合わせください。

１　一般会計

１　みんなが助け合い、健康に暮らせるまちづくり　（健康・福祉）

主　　な　　内　　容 補正額

●介護保険特別会計（補正予算第2号）

●後期高齢者医療特別会計（補正予算第2号）

●水道事業会計（補正予算第2号）

◎　補正予算の主な内容　（☆は新規事業、補正額の単位は千円、減額は△で表示）

2020年12月市議会定例会で成立した補正予算の概要

　各会計の補正予算の額は、

●一般会計（補正予算第10号）

●国民健康保険特別会計（補正予算第3号）
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405 学校教育課

△ 7,153 学校教育課

1,940 学校教育課

△ 1,461 学校教育課

953 子ども課

45,000 子ども課

31,707 子ども課

36,140 子ども課

△ 3,415 生活環境課

△ 1,849 生活環境課

△ 2,226 消防本部

2,003 消防本部

533 消防本部

○消防施設整備事業

　消防団６分団２部機械器具置場の移転・新築に伴う、設計委託料を計上しま
す。

　確定により、備品購入費（消防団小型動力消防ポンプ付積載車）を減額しま
す。

○消防施設管理事業

　前年度実績により、消火栓設置維持管理負担金を増額します。

○消防団機械力整備事業

　繰越金の確定により、須高行政事務組合清掃費負担金を減額します。

○火葬場施設運営事業

　繰越金の確定により、須高行政事務組合火葬場費負担金を減額します。

○し尿処理施設運営事業

担当課

○施設型給付等事業

　公定価格の改定により、私立認定こども園への施設型給付負担金を増額し
ます。
　今後の見込みにより、施設等利用給付費を減額します。

３　豊かな自然あふれる地域環境を守り、安心して安全に暮らせるまちづくり　（環境・安心安全）

主　　な　　内　　容 補正額

○通常保育事業

　故障により仁礼保育園の給食用冷蔵冷凍庫を購入します。
　会計年度任用職員の経費を精査します。

○保育所運営委託事業

　各種私立保育所運営費加算の増及び３才未満児入所の増により、負担金を
増額します。

○私立保育所運営助成事業

　保育対策総合支援事業費補助金の交付決定により、私立施設に対する補
助金を計上します。また、特別支援保有対象児童の減、一時預り事業の利用
者増により精査します。

〇特別支援学校管理運営事業

　前年度須坂支援学校受託負担金の確定により、概算額納付済の過納金を
返還します。
　会計年度任用職員の経費を精査します。

○小学校施設整備事業

　市内７小学校防災機能強化工事等の入札差金を減額します。

○小学校教育振興事業

　小山小学校への寄附金を活用し、アップライトピアノを購入します。

○教育奨励事業

　新型コロナウイルス感染症の影響による、学習方法の変化に対応するため、
家庭学習の手引き及びSNSルール啓発リーフレットを刷新します。

担当課

２　子どもたちが未来に夢をもてるまちづくり　（子育て・教育）

主　　な　　内　　容 補正額
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1,296 生涯学習推進課

△ 5,678 生涯学習推進課

△ 7,041 文化スポーツ課

△ 7,448 文化スポーツ課

△ 7,006 文化スポーツ課

4,270 農林課

△ 8,570 農林課

△ 2,924 農林課

△ 1,558 産業連携開発課

1,365 商業観光課

2,794 まちづくり課

2,491 道路河川課　未登記道路敷地解消のため、測量登記委託料を増額します。

○道路橋梁管理事業

○臥竜公園施設整備事業

　臥竜公園入口（須坂市立博物館横）公衆用トイレを洋式化します。

主　　な　　内　　容 補正額

６　みんなが快適に生活できるまちづくり　（都市基盤整備）

担当課

○商業振興事業

　新規店舗開業の増に伴い、改修費及び家賃補助を増額します。

○産業連携事業

　新型コロナウイルス感染症の影響により、産業フェア㏌信州が中止となった
ため、実行委員会負担金を減額します。

○林業振興対策事業

　ナラ枯れ被害の発生により、臥竜山の被害木伐倒駆除を行います。
　会計年度任用職員の経費を精査します。

○農業後継者対策事業

　新規就農総合支援事業補助金の確定に伴い、農業次世代人材投資資金交
付金を減額します。

○農業施設整備事業

　田の神揚水施設第２号井戸が破損したため修繕します。
　地下水が減少していることから、井戸掘削の事前調査を実施します。

５　みんなの活力があふれるまちづくり　（産業振興）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○体育施設管理事業

　北部体育館の移動式冷暖房機設置に係る電気設備工事の設計変更及び
冷暖房機の入札差金により、事業費を精査します。

○体育施設整備事業

　勤労青少年体育センター耐震補強等工事監理業務を市直営監理としたた
め、事業費を減額します。また、柔剣道場耐震補強等工事設計業務の入札差
金を減額します。

○文化活動振興事業

　新型コロナウイルス感染症の影響による事業中止に伴い、文化振興事業団
自主事業補助金を減額します。

○生涯学習推進事業

　新型コロナウイルス感染症対策として、成人式をインターネットで同時配信し
ます。
　会計年度任用職員の経費を精査します。

○公民館管理事業

　旭ヶ丘ふれあいプラザのトイレを洋式化します。

４　多様な文化を学び育て、交流する創造的なまちづくり　（生涯学習・文化振興・スポーツなど）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課
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5,000 道路河川課

606 まちづくり課

2,703 市民課

360,103 政策推進課

1,402 政策推進課

2,400 市民課

△ 4,552 議会事務局

4,031 総務課

470,360 総務課

6,374 税務課

1,384 総務課等

担当課

○職員人件費

　人事異動に伴い人件費を精査します。
　定年前職員退職手当を増額します。

　　職員人件費

主　　な　　内　　容 補正額

○賦課徴収事務費

　今後の見込みにより、過誤納還付金を増額します。

○庁舎整備事業

　設置から30年以上経過し、劣化が著しい市庁舎空調設備について、緊急防
災・減災事業債を活用し改修することから、年度内に着工するための工事費
等を計上します。

○一般管理事務費【一般管理費】

　会計年度任用職員の給与処理を財務会計システムと連動するため、システ
ムを改修をします。

○議会運営費

　新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となった行政視察などの経費
を精査します。

○市民支援事業

　コミュニティ助成事業の追加募集により、補助金を増額します。

○情報システム管理事業

　web会議の利用回数が増加していることから、市庁舎と防災活動センターの
各会議室等へ専用のネットワーク環境を整備します。

○一般管理事務費【企画費】

　今後のふるさと応援寄附金の寄附額を10億円と見込むことから、関連経費を
増額します。

担当課

○公共交通対策事業

　車両点検結果に基づき、すざか市民バスの一部に修繕が必要となったため
負担金を増額します。

７　みんなが主役のまちづくり　（行政経営）

主　　な　　内　　容 補正額

○空家対策事業

　特定空家で実施した行政代執行の費用を回収するため、相続財産管理人
選任の申立てに係る経費を計上します。

担当課

○道路維持補修事業

　通行に支障があり、緊急的に修繕が必要な舗装を修繕します。

主　　な　　内　　容 補正額
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27,368
健康づくり課

税務課

9,880 高齢者福祉課

259 健康づくり課

1,006

997

担当課

【収益的収入】確定により、消火栓維持管理負担金を増額します。

水道局

【資本的収入】確定により、消火栓設置負担金を増額します。

担当課

　今後の見込みにより、保険料等還付金を増額します。

５　水道事業会計

主　　な　　内　　容 補正額

補正額 担当課

　介護報酬改定に伴い、システムを改修します。
　今後の見込みにより、積立金を増額します。

４　後期高齢者医療特別会計

主　　な　　内　　容 補正額

３　介護保険特別会計

主　　な　　内　　容

担当課

　今後の見込みにより、積立金を減額します。
　今後の見込みにより、過誤納還付金を増額します。
　前年度保険給付費の確定に伴い、保険給付費等交付金償還金を増額しま
す。

２　国民健康保険特別会計

主　　な　　内　　容 補正額
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