
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 1,134,048,479

特別会計 775,264,948

企業会計 330,660,961

合　　計 2,239,974,388

【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 ・国庫支出金

(2) 補正の概要 （単位：千円）

① 国経済対策関連 39,216,920

② 新型コロナウイルス感染症対応（国経済対策を除く） 11,027,519

③ 災害対応 306,651

④ 給与費等 255,126

⑤ その他 32,041

⑥ 市債管理特別会計 31,000

※他会計の補正に伴う市債収入金繰出金

２　繰越明許費補正 〔27件〕 （単位：千円）

 追加補正額 65,276,452

３　債務負担行為補正 〔３件〕 （単位：千円）

 追加補正額 214,632

2,156,426,167 2,189,105,131 50,869,257

・繰 　越　 金 1,889,399

49,056,716

771,170,475 775,198,475 66,473

330,711,692 330,711,692 ▲ 50,731

令和３年度　12月補正予算案概要

（12月16日提出分）

当初予算 現在予算 今回補正

1,054,544,000 1,083,194,964 50,853,515
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Ⅱ内容

１　歳入歳出予算補正

① 国経済対策関連 39,216,920 千円

補正額 所　管

25,660,491 保健福祉局

1,194,370 保健福祉局

12,362,059 こども未来局

② 新型コロナウイルス感染症対応（国経済対策を除く） 11,027,519 千円

ⅰ）検査・医療提供体制等の強化 10,020,392 千円

補正額 所　管

7,755,364 保健福祉局

90,578 保健福祉局

322,007 保健福祉局

こども未来局

228,467 保健福祉局

80,295 保健福祉局

970,631 保健福祉局

53,727 保健福祉局

483,000 保健福祉局

21,900 保健福祉局

14,423 保健福祉局

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

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

新型コロナウイルス感染症に係る保健所事務費

保健所の新型コロナウイルス感染症対応に係る事務費

新型コロナウイルス感染症ダイヤル等を運営

検査・入院医療費の公費負担
保険適用の検査及び入院医療に係る自己負担相当額を公費
負担

健康観察等フォローアップ事業
自宅療養を行う陽性者を対象に、パルスオキシメーターの貸与
や食料品・日用品の配布を実施

特別給付金交付事業

医療機関において陽性者の同居家族等への検査を実施

介護施設従事者等に対する検査事業
介護施設等の従事者や新規入所者を対象に、抗原簡易キットを
用いたスクリーニング検査を実施

検査試薬等の購入

保健環境研究所において実施する検査の試薬等を購入

相談体制強化事業

（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

地域外来・検査センターの運営

住民税非課税世帯等への臨時特別給付事業
住民税非課税世帯等に対し、臨時特別給付金を支給
（１世帯当たり10万円）

生活困窮者自立支援金

総合支援資金の貸付を終了した世帯等で、一定要件を満たす
生活困窮世帯を対象に、自立支援金を最大６ヶ月間支給
（単身世帯６万円、２人世帯８万円、３人以上世帯10万円）

子育て世帯への臨時特別給付事業

児童手当受給世帯等に対し、児童１人につき５万円相当を給付

（単位：千円）

項 目
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ⅱ）事業者の支援 1,007,127 千円

補正額 所　管

385,216 経済観光文化局

264,542 経済観光文化局

110,500 経済観光文化局

126,036 経済観光文化局

107,954 経済観光文化局

12,879 農林水産局

③ 災害対応 306,651 千円

補正額 所　管

106,000 道路下水道局

47,400 住宅都市局

153,251 農林水産局

④ 給与費等 255,126 千円

補正額 所　管

▲ 1,038,180 各局

1,293,306 各局

（単位：千円）

項 目

給与改定（期末・勤勉手当4.45月→4.30月）

その他執行見込みの増等

令和３年８月豪雨災害が激甚災害に指定されたことに伴い、国の
採択要件を満たす箇所のがけ崩れ防止対策を実施

公園災害復旧事業

東平尾公園の災害復旧工事

農業用施設災害復旧事業
林道（31箇所）、ため池（１箇所）、牧場（背振・油山）の災害復旧
工事

海づり公園管理運営費

市の休業指示による料金収入の減額等の経費を指定管理者へ
支払

（単位：千円）

項 目

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

新たな生活様式に対応した宿泊施設の多様な利用促進事業

市内宿泊事業者が取り組む、新たなプラン造成に必要な環境
整備等への支援（上限30万円）や、プランの販売実績に応じた
支援（上限30万円）を実施

文化・エンターテインメントイベント支援事業

①一定要件を満たすイベントに対し、感染症対策費や地域経済
の活性化に資する経費を支援（補助率4/5、上限1,000千円）

②一定要件を満たす施設を公募・登録し、アーティストへ開放
（市が施設に対し使用料や人件費等を負担（上限50万円））

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

（単位：千円）

項 目

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
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⑤ その他 32,041 千円

補正額 所　管

60,638 総務企画局

55,810 道路下水道局

▲ 129,900 教育委員会

45,493 各局

⑥ 市債管理特別会計 31,000 千円

補正額 所　管

31,000 財政局

２　繰越明許費補正 〔27件〕 65,276,452 千円

３　債務負担行為補正 〔３件〕 214,632 千円

補正額 所　管

135,813 市民局

38,872 経済観光文化局

39,947 教育委員会

旧大名小学校南北通路整備工事

西新小学校外構撤去その他工事

事業実施期間の都合等により、年度内に完了しないもの
※住民税非課税世帯等への臨時特別給付事業、子育て世帯への臨時特別給付事業　外

（単位：千円）

項 目

市民センター改修工事

西新小学校学校規模適正化事業の減額

一般会計から他会計への繰出金等

（単位：千円）

項 目

一般会計への市債収入金繰出金

項 目

番号制度対応経費

マイナンバーカード申請出張サポート事業の増額

交通安全施設等整備事業
通学路の交通安全緊急対策（歩道の設置、路側のカラー化、
路面標示等）の増額

学校規模適正化事業

（単位：千円）
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