
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 1,181,392,927

特別会計 770,526,454

企業会計 360,884,435

合　　計 2,312,803,816

【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 新型コロナウイルス感染症対応 2,121,772

② 公共事業等 19,018,885

③ 基金積立金 24,908,021

④ その他 38,046,897

⑤ 市債管理特別会計 ▲ 11,266,147

※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 〔51件〕 （単位：千円）

 追加補正額 46,614,065

３　債務負担行為補正 〔１件〕 （単位：千円）

 追加補正額 301,030

・前年度繰越金 6,144,235

7,282,575

・市　 債 5,804,000

2,156,426,167 2,239,974,388 72,829,428

・市　 税 19,854,754

・地方交付税等 5,575,906

771,170,475 775,264,948 ▲ 4,738,494

330,711,692 330,660,961 30,223,474

令和３年度　２月補正予算案概要

当初予算 現在予算 今回補正

1,054,544,000 1,134,048,479 47,344,448
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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対応 2,121,772 千円

補正額 所　管

1,279,901 保健福祉局

875,661 保健福祉局

171,137 保健福祉局

260,278 保健福祉局

37,662 保健福祉局

48,999 こども未来局

▲ 702,000 こども未来局

6,450 保健福祉局

101,126 保健福祉局

42,558 こども未来局

港湾空港局科学館及び海浜公園について、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

支給方法の見直しに伴う事務費の減額

就労系障がい福祉サービス等の機能強化事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、生産活動が停滞して
いる就労継続支援事業所に対し、新たな生産活動への転換や
販路拡大等に係る費用を助成

障がい福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業

新型コロナウイルス感染拡大防止と生産性向上のため、障がい
福祉サービス事業所等におけるＩＣＴ導入経費を助成

指定管理者制度導入施設における減収等への対応

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

保健所の体制強化

保健所の体制を強化するため、専門職人材（看護師、保健師）の
派遣等を実施

乳幼児健診

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集団健診から個別健診
へ切り替えたことに伴う事業費の増額

子育て世帯への臨時特別給付事業

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

医療機関において陽性者の同居家族等への検査を実施

検査費用の公費負担

保険適用の検査に係る自己負担相当額を公費で負担

健康観察等フォローアップ事業

（単位：千円）

項 目

新型コロナウイルスワクチン接種
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② 公共事業等 19,018,885 千円

補正額 所　管

1,360,787 道路下水道局

447,464 道路下水道局

94,000 道路下水道局

642,000 道路下水道局

2,805,000 交通局

141,000 港湾空港局

173,000 農林水産局

6,476,536 教育委員会

150,998 住宅都市局

30,938 保健福祉局

▲ 1,320,048 港湾空港局

8,000,000 財政局

17,210 各所管局

③ 基金積立金 24,908,021 千円

補正額 所　管

4,353,735 財政局

13,547,811 財政局

4,200,000 市民局

2,374,756 保健福祉局

431,719 各所管局

臨時財政対策債の償還のための積立

スポーツ振興基金積立金

国際スポーツ大会の開催のための積立

国民健康保険財政調整基金積立金【国保特会】

令和２年度決算剰余金の積立

その他基金利子収入等の積立

（単位：千円）

項 目

財政調整基金積立金

令和２年度決算剰余金等の積立

市債管理基金積立金

障がい者支援施設等における非常用自家発電設備等の整備に
対する助成

福岡空港整備事業費負担金

国直轄工事費負担金の減額

庁舎建設等資金積立金

公共施設の建設等のための積立

その他の国の内示等に伴う増減

漁港機能増進事業の増額

校舎等整備事業

便所改造事業、外壁改修事業等の増額

市営住宅整備事業

公営住宅整備事業の増額等

障がい者グループホーム設置促進事業

高速鉄道整備事業【高速鉄道事業会計】

地下鉄七隈線延伸事業の増額等

港湾整備事業

港湾施設改良事業の増額

漁港施設整備事業

街路整備事業

都市計画道路整備事業（野間屋形原線等）の増額

河川整備事業

特定構造物改築事業（上牟田川等）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

（単位：千円）

項 目

道路整備事業

道路新設改良事業、交通安全施設等整備事業の増額
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④ その他 38,046,897 千円

補正額 所　管

215,349 こども未来局

1,097,219 こども未来局

304,028 こども未来局

1,260,141 こども未来局

2,092,859 保健福祉局

513,170 保健福祉局

474,947 保健福祉局

2,480,652 保健福祉局

809,614 保健福祉局

26,131,014 経済観光文化局

1,128,445 交通局

1,439,542 各所管局

99,917 各所管局

⑤ 市債管理特別会計 ▲ 11,266,147 千円

補正額 所　管

▲ 9,196,000 財政局

▲ 1,225,000 財政局

▲ 845,147 財政局

２　繰越明許費補正 〔51件〕 46,614,065 千円

３　債務負担行為補正 〔１件〕 301,030 千円

補正額 所　管

301,030 水道局乙金浄水場整備工事

公債費（他会計の公債費補正に伴うもの）等

工期の都合等により、年度内に完了しないもの
※校舎等整備事業、高速鉄道事業　　外

（単位：千円）

項 目

その他執行見込みに伴う増減

（単位：千円）

項 目

一般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

売上の増加に伴う勝舟投票券発売金の増額等

運輸収益等【高速鉄道事業会計】

輸送人員の増加に伴う運輸収益の増等

一般会計から他会計への繰出金等

保険給付費及び県支出金の精算に伴う償還金の増額

介護サービス等給付費等【介護特会】

サービス給付費及び国・県支出金の精算に伴う償還金の増額等

開催収益等【モーターボート競走事業会計】

利用見込みに伴う事業費の増額

生活保護費

給付見込みに伴う事業費の増額

難病対策

医療費助成見込等に伴う事業費の増額

国民健康保険事業【国保特会】

利用見込み等に伴う事業費の増額

特定不妊治療費助成事業

医療費助成見込等に伴う事業費の増額

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

（単位：千円）

項 目

保育所・児童養護施設等従事者の処遇改善

保育所や児童養護施設等の従事者を対象とした処遇改善

教育・保育給付費
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