
Ⅰ総括

１　歳入歳出予算補正

(1) 補正規模 （単位：千円）

補正後予算

一般会計 1,320,784,049

特別会計 763,069,615

企業会計 321,741,487

合　　計 2,405,595,151

【参考】

 今回補正における一般会計の主な財源内訳

○一般財源

○特定財源

）

(2) 補正の概要 （単位：千円）

① 新型コロナウイルス感染症関連 21,173,649

② 公共事業（国の補正等を活用した前倒し等） 15,353,433

③ その他 3,546,824

④ 市債管理特別会計 21,922,174

※他会計の補正に伴う市債収入金繰出金及び公債費

２　繰越明許費補正〔85件〕 （単位：千円）

 追加補正額 84,163,274

令和２年度　２月補正予算案概要

当初予算 現在予算 今回補正

887,458,000 1,278,809,102 41,974,947

734,192,694 741,906,432 21,163,183

321,155,143 322,883,537 ▲ 1,142,050

1,942,805,837 2,343,599,071 61,996,080

・前年度繰越金 9,243,776

・繰入金 53,428

・国庫支出金 24,481,119

・市債 13,923,000

（ うち臨時交付金 5,000,000
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Ⅱ内容

１　歳入歳出予算補正

① 新型コロナウイルス感染症関連 21,173,649 千円

ⅰ）検査・医療提供体制等の強化 14,899,010 千円

補正額 所　管

9,502,732 保健福祉局

453,820 保健福祉局

441,086 保健福祉局

1,244,333 保健福祉局

62,455 こども未来局

186,748 保健福祉局

75,234 保健福祉局

183,900 保健福祉局

48,693 保健福祉局

399,319 保健福祉局

1,631,967 保健福祉局

68,545 保健福祉局

12,750 保健福祉局

270,060 保健福祉局

229,101 保健福祉局

88,267 保健福祉局

（単位：千円）

項　　　　　　　目

新型コロナウイルスワクチン接種

市民を対象に新型コロナウイルスワクチン接種を実施

急患診療所運営事業
急患診療センターにおいて新型コロナウイルス感染症にかかる
診療・検査を実施

地域外来・検査センターの運営
市内６箇所の地域外来・検査センター（天神サテライト含む）の
運営

医療・介護施設等従事者ＰＣＲ検査事業

医療・介護施設等の従事者を対象に、PCR検査を無償で実施

新型コロナウイルス高齢者ＰＣＲ検査助成事業
感染すると重症化するリスクが高い、高齢者が本人の希望により
PCR検査を行う場合の費用を一部助成

感染流行地域関係者等へのＰＣＲ検査事業
感染者が多発している地域の関係者等を対象に、PCR検査を
無償で実施

新型コロナウイルス検査能力の充実

保健環境研究所で実施するPCR検査の試薬等の購入

衛生資材の購入等
施設等で使用する衛生資材の購入及び市民などに対する広報・
啓発等

相談体制強化事業
新型コロナウイルス感染症相談ダイヤルの運営及び保健所への
専門職派遣

特別給付金交付事業

新型コロナウイルス入院医療費等公費負担
入院医療及び保険適用の検査に係る自己負担相当額の公費
負担

新型コロナウイルス感染症の 前線で対応している医療従事者
の方々に対する支援を実施

インフルエンザ予防接種
新型コロナウイルス感染拡大防止対策等に伴う、高齢者の
インフルエンザ予防接種見込みに伴う事業費の増額

その他

妊婦へのPCR検査

分娩前の妊婦がPCR検査を希望する場合に、検査費用を助成

健康観察等フォローアップ事業
やむを得ない理由により自宅待機となった方を対象に生活支援
セットを配付、民間企業等と連携しスマートフォンアプリやウェブ
を活用した健康観察のシステムを提供

新型コロナウイルス感染者等支援体制確保事業
新型コロナウイルス感染者等の介護を行った介護施設等の従事
者に対する支援を実施
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ⅱ）事業者の支援 3,263,204 千円

補正額 所　管

1,740,000 経済観光文化局

389,000 経済観光文化局

324,430 経済観光文化局

20,400 経済観光文化局

22,261 経済観光文化局

10,200 経済観光文化局

82,820 経済観光文化局

84,186 経済観光文化局

9,948 経済観光文化局

34,667 経済観光文化局

283,925 経済観光文化局

114,100 経済観光文化局

38,000 経済観光文化局

22,950 農林水産局

9,218 農林水産局

17,446 保健福祉局

59,653 保健福祉局

（単位：千円）

項　　　　　　　目

感染症対応シティ促進事業

市民に商品販売やサービス提供を行う来店型の施設等を対象
に、感染症対策強化の取組みのための物品・サービス導入費や
工事費を支援

全市版プレミアム付商品券事業
福岡商工会議所等が取り組む、市内全域の登録店舗で利用
可能な電子版プレミアム付商品券の発行を支援

商店街プレミアム付商品券事業

商店街が取り組むプレミアム付商品券の発行を支援

地域を支える商店街支援事業
商店街が取り組む感染症対策や、テイクアウト、デリバリー等に
対応する加盟店のPRを支援

次世代商店街支援事業

商店街による「新しい生活様式」を踏まえた活動を支援

商店街開業時感染対策支援事業

商店街の空き店舗への出店に際し、感染症対策費を支援

宿泊施設の高付加価値化等支援事業
市内宿泊施設が取り組むポストコロナを見据えた施設・サービス
の高付加価値化や生産性向上に係る経費の一部を助成

事業者向け支援金等申請サポート事業

事業者向け支援制度の申請手続き等のサポートを実施

中小企業等のDX促進モデル事業
市内中小企業等のDXを促進するため、モデルケースとなり得る
取組みを支援

オンライン採用・就職活動支援事業
経済団体等と連携し、市内中小企業等が実施するオンラインで
の採用・就職活動を支援

特定創業支援事業利用者への支援
国の特定創業者支援事業を活用し登録免許税半額軽減を
受けた者に対し、市独自で残りの半額相当額を支援

福岡型ワーケーション推進事業
ワーク環境と観光的魅力を組み合わせたワーケーションプランの
造成・販売を支援し、旅行需要を喚起

文化・エンターテインメントのハイブリッド開催支援
リアルとオンラインを併用したイベント主催者を対象に、感染予防
対策やオンライン配信に係る費用を支援

花き農家緊急支援事業

市内産の花きを買い上げ、市内小・中学校、特別支援学校の
今春卒業予定の学年のクラスにお祝いとして贈ることで、市内
花き農家を支援

漁業者緊急支援事業
漁業活動に必要な経費の一部（漁船保険に係る保険料相当額
の２分の１）を助成することで、市内漁業者を支援

テレワーク等導入支援事業
就労系障がい福祉サービス事業所における障がい者の在宅
就労を推進するための経費を助成

ＩＣＴ・ロボット等導入支援事業
障がい福祉サービス事業所等における生産性向上を推進する
ため、ＩＣＴやロボットを導入する経費を助成 3



ⅲ）市民生活の支援 3,011,435 千円

補正額 所　管

975,000 こども未来局

417,442 こども未来局

136,813 教育委員会

8,644 教育委員会

139,725 環境局

50,885 市民局

1,282,926 各所管局

② 公共事業（国の補正等を活用した前倒し等） 15,353,433 千円

補正額 所　管

2,757,166 道路下水道局

2,645,900 道路下水道局

1,327,920 道路下水道局

3,342,257 教育委員会

2,912,076 住宅都市局

963,000 市民局

教育委員会

401,800 住宅都市局

238,700 環境局

222,000 農林水産局

542,614 各所管局

学生への特別給付金
市内に居住し、本人や保護者が住民税非課税等である大学・
短大・専門学校等の学生に対して５万円を給付

（単位：千円）

項　　　　　　　目

感染症予防対策支援事業

保育所等に対し、マスクや消毒液等の購入費等を助成

ジョイントクラス事業
教育の質の向上及び教員の負担軽減のため、離島の玄界・小呂
小中学校と連携校をオンラインでつなぎ、合同授業を実施

宅配ボックス普及促進事業

GIGAスクール構想推進事業
市立学校において１人１台端末を活用した学習を円滑に実施
するため、インターネット回線を増強

宅配受取の非接触化と再配達に係るCO2削減に資する、住宅へ
の宅配ボックス購入費助成を実施

公民館Wi-Fi環境整備事業
ポストコロナにおける地域のデジタル化促進拠点として活用する
ため、公民館にWi-Fi環境を整備

市有施設の手洗い水栓の非接触化等
高齢者や障がい者、子どもが利用する市有施設の手洗い水栓の
非接触化等

（単位：千円）

項　　　　　　　目

道路整備事業

交通安全施設等整備事業、道路新設改良事業の増額

街路整備事業
都市計画道路整備事業（天神通線、長尾橋本線等）、西鉄天神
大牟田線連続立体交差事業（雑餉隈駅付近）の増額

公共下水道整備事業【下水道事業会計】

地震対策等の防災・減災に資する事業の増額

校舎等整備事業

便所改造事業、特別教室空調整備事業等

市営住宅整備事業

公営住宅の建替等

早良南地域交流センター整備事業
施設整備に係るPFI事業者へのサービス対価支払い及び一体
整備を行う四箇田公園の整備

公園再整備事業

公園再整備事業（桧原運動公園等）の増額

廃棄物処理施設災害復旧事業

東部資源化センターのプラント復旧工事

鮮魚市場高度衛生管理整備事業【市場特会】

高度衛生管理基本計画に基づく荷さばき所整備事業の増額

その他
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③ その他 3,546,824 千円

補正額 所　管

638,734 こども未来局

1,113,524 こども未来局

672,791 こども未来局

634,631 保健福祉局

396,392 保健福祉局

360,034 保健福祉局

5,688,715 各所管局

▲ 690,132 保健福祉局

▲ 2,626,813 保健福祉局

14,619,705 経済観光文化局

▲ 14,454,230 交通局

▲ 1,382,700 水道局

▲ 1,143,988 道路下水道局

▲ 279,839 各所管局

④ 市債管理特別会計 21,922,174 千円

補正額 所　管

7,923,000 財政局

60,000 財政局

11,719,000 財政局

2,220,174 財政局

２　繰越明許費補正〔85件〕 84,163,274 千円

（単位：千円）

項　　　　　　　目

特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療費助成について、国の制度変更により、所得制限
を撤廃するとともに、対象者・助成額・助成回数を拡充

教育・保育給付費

公定価格の単価改定に伴う給付費の増額等

障がい児施設給付費等

利用見込みに伴う事業費の増額

障がい福祉サービス給付費等

利用見込みに伴う事業費の増額

生活保護費

国支出金の清算に伴う償還金の増額

小児への予防接種

利用見込みに伴う事業費の増額

基金積立金

令和元年度決算剰余金の財政調整基金・国民健康保険財政
調整基金等への積立等

こども医療

利用見込みに伴う事業費の減額

介護サービス等給付費等【介護特会】

サービス給付費等の見込みに伴う減額

開催収益等【モーターボート競走事業会計】

売上の増加等に伴う勝舟投票券発売金等の増額

運輸収益等【高速鉄道事業会計】

新型コロナウイルス感染症の影響等による運輸収益の減等

特別会計への市債収入金繰出金

企業会計への市債収入金繰出金

公債費（他会計の公債費補正に伴うもの）等

給水収益【水道事業会計】

新型コロナウイルス感染症の影響等による給水収益の減

下水道使用料等【下水道事業会計】

新型コロナウイルス感染症の影響等による下水道使用料の減等

その他執行見込みによる増減

（単位：千円）

事業実施期間や工期の都合等により、年度内に完了しないもの

※新型コロナウイルスワクチン接種、校舎等整備事業、高速鉄道整備事業　外

（単位：千円）

項　　　　　　　目

一般会計への市債収入金繰出金
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