
令和２年第４回定例市議会提出議案の概要

議第１２７号　令和２年度中津市一般会計補正予算（第６号）

１．予算規模 (単位：千円、％)

２．歳入の概要

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金

諸収入

市債

13. △ 50 団体営土地改良事業分担金

22. △ 79,600 市有財産整備事業債（減）、社会資本整備事業債（減）　ほか

21.

団体営土地改良事業費補助金、低コスト肉用牛地域活性化事業補助金（減）、機構集積協力金事業補
助金　ほか

当初予算額（Ａ）

53,625,250

今回補正額 合計（補正後予算額）

18. 1,230 小学校指定寄附金、中小企業支援指定寄附金

19. 162,080

伸率(対当初Ａ)

14,751 生活保護費国庫負担金（過年度分）

財政調整基金繰入金

15. 21,549

資　料 　1

16. 9,315

伸率(対現計Ｂ)

41,556,353

現計予算額（Ｂ）

29.0% 0.2%53,495,975 129,275

生活保護費負担金、社会資本整備総合交付金（減）　ほか
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３．歳出の概要

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

42,366 社会資本整備事業（減）、公園整備事業　ほか

12. △ 15,312 公債費（元金）、公債費（利子）（減）

7.

26,730 常備消防運営事業、防災事業　ほか9.

10.

8.

2,706 観光事業（減）　ほか

機構集積協力金事業、畜産業振興事業（減）、農地維持事業、農地耕作条件改善事業、農業用水路等
長寿命化・防災減災事業（減）、水産業振興事業（減）　ほか

3.

4. 13,314
地域医療対策事業、保健対策事業、母子保健事業、未熟児養育医療費助成事業、ごみ処理一般管理
事業　ほか

1. 職員給与費2,056

63,847 後期高齢者医療対策事業、生活保護総務事業、生活保護扶助事業　ほか

2. △ 50,099 総務一般管理事業、市有財産整備事業（減）　ほか

11. 3,110 河川堤防災害復旧事業

6. 1,611

38,946 小学校管理事業、中学校管理事業、体育総務事業　ほか



４．事業概要一覧表

＜ソフト事業　主なもの＞ ※【　】内は細目名称　【　】がない事業は細目と事業名が同一名称 (単位：千円)

＜普通建設事業　主なもの＞ (単位：千円)

体育・給食課

3
【小学校管理事業】
小学校整備事業

15,224 15,224
多目的室及び図書室等の床張替工
事

教育総務課

指定避難所における公衆無線LAN
環境の構築

防災危機管理課

4 体育総務事業 73,172 73,172
３密回避のため避難所となる体育施
設の環境整備
（空調・照明整備、トイレ洋式化）

23,000
米山公園における大型遊具及び健
康器具の設置

建設政策課

2
【防災事業】
防災設備整備事業

23,210 23,210

1 公園整備事業 23,000

№ 事　　業　　名 事業費
財　源　内　訳

事　業　内　容 課　名
国・県 地方債 その他 一般財源

地域医療対策課

34,052

2,153
容器包装プラスチックの分別回収に
関する啓発費

清掃課

新発債の利率確定及び過年債の利
率変更等による減額

財政課

4
【地域医療対策事業】
医療施設支援補助金

11,700 11,700

新型コロナウイルス感染症の検査を
行う医療機関に対する支援
・医療従事者の処遇改善（継続）
・休業補償保険料の助成（新規）

△ 25,026
当初見込みより職員数が減少したこ
とによる減額及び異動に伴う組み替
え

総務課

2 公債費 △ 15,312 △ 15,312

1 職員給与費 △ 25,026

№ 事　　業　　名 事業費
財　源　内　訳

事　業　内　容 課　名
国・県 地方債 その他 一般財源

5 ごみ処理一般管理事業 2,153

今年度受給者の実績見込みに伴う
増額

福祉支援課11,3513 生活保護扶助事業 45,403
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議第１２８号　令和２年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）
＜事業勘定＞

※新型コロナウイルス感染拡大の影響による国保税減免及び過年度還付金の計上、制度改正に伴うシステム改修委託料の計上

（歳入） 医療給付費分現年課税分 △27,361、国民健康保険災害時臨時特例補助金（国）16,416、特別調整交付金（県）14,007

（歳出） システム改修委託料 699、一般被保険者保険税還付金（過年度分）2,363

＜直診勘定＞

※実績見込みに伴う人件費の補正

（歳入） 一般会計繰入金 2,978

（歳出） 職員給与費 2,978

議第１２９号　令和２年度中津市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）
＜保険事業勘定＞

※制度改正に伴うシステム改修経費の計上

（歳入) 介護保険事業費補助金（国）　1,644、一般会計繰入金 1,646

（歳出) システム改修委託料 3,290

＜サービス事業勘定＞

※繰越明許費（施設整備費）の設定

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

8,922,460 9,495,725 3,062 9,498,787

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

216,210 219,210 2,978 222,188

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

7,928,305 7,960,969 3,290 7,964,259

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

160,629 160,629 0 160,629



　　　　　

議第１３０号　令和２年度中津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

※制度改正に伴うシステム改修経費及び保険基盤安定負担金の計上

（歳入)  一般会計繰入金 1,567、保険基盤安定繰入金 1,557、高齢者医療制度円滑運営事業補助金（国） 391

（歳出) システム改修委託料 1,958、保険基盤安定負担金 1,557

議第１３１号　令和２年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算（第２号）

※伝送路引込及び移設工事に伴う基金繰入金、電線移設補償金、伝送路引込及び移設工事費の計上

（歳入） ケーブルネットワーク基金繰入金　3,871、電気通信線路等移設補償金　4,831

（歳出） 伝送路引込及び移設工事　8,702

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

1,001,711 1,006,475 3,515 1,009,990

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

338,458 341,538 8,702 350,240
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