令和２年度 １２月補正の主な内容

現計予算額
補正予算額
補正後予算額

令和２年度 １２月補正の主な内容（一般会計）

５５，５６３，８５８千円
２３９，７６７千円
５６，８０３，６２５千円

人件費の減額 △2,500千円 【議案書：Ｐ.54～Ｐ.73 担当課：総務課】
■人事院勧告に基づく賞与の減額 △15,977千円
・期末手当の支給割合の減（4.50月分→4.45月分） △13,406千円
・共済負担金の減額 △2,571千円
■不適正会計処理事案に係る特別職報酬等の減額 △905千円
・市長 △176千円（10％・２か月） ・副市長(２人分) △293千円（10％・２か月）
・一般職(４人分) △304千円（10％・１～３か月）

・教育長 △132千円（10％・２か月）

■その他の増減 14,382千円
・退職・採用等に伴う減額 △22,979千円 ・人事異動（会計間異動）による減額 △1,435千円
・時間外・休日勤務手当の増額 39,000千円 ほか

議員期末手当の減額 △552千円

【議案書：Ｐ.54 担当課：議会事務局】

■人事院勧告に基づく議員期末手当の減額 △552千円
・議員期末手当の支給割合の減（4.35月分→4.30月分）

交通対策事業 「地方バス路線運行維持対策費補助金の増額」 46,900千円 【議案書：Ｐ.55 担当課：企画広報課】
生活路線バスの運行維持に係るバス事業者への補助金について、実績見込みにより増額する。
区分
国庫補助対象路線

当初予算額

実績見込額

補正予算額

（５路線）

15,916千円

42,968千円

27,052千円

国庫補助対象外路線 （７路線）

64,984千円

84,832千円

19,848千円

80,900千円

127,800千円

46,900千円

計

（12路線）
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令和２年度 １２月補正の主な内容

固定資産税賦課システムの改修 7,000千円

【議案書：Ｐ.56 担当課：税務課】

Ｒ３年度固定資産税評価替え及び税制改正に対応するため、システムを改修する。
■補正予算
■改修内容

7,000千円
○固定資産税評価替え対応 5,200千円
○税制改正対応
1,800千円
・ローカル５Ｇの設備に係る課税標準の特例措置への対応
・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置（新型コロナウイルス感染症の影響
により経営が悪化している中小事業者等への支援措置）への対応

住民基本台帳システム・戸籍附票システムの改修 8,900千円

【議案書：Ｐ.56 担当課：市民課】

デジタル手続法による改正後の住民基本台帳法等に基づき、令和６年度から国外転出者によるマイナンバーカード等の利用が可能となるよう、住民
基本台帳システム及び戸籍附票システムを改修する。
■補正予算
■改修内容

8,900千円
○住民基本台帳システムの改修 3,520千円
・住民票コードの戸籍附票システムへの送信機能の追加等
○戸籍附票システムの改修 5,380千円
・戸籍附票に性別、生年月日、住民票コードを記載するための機能の追加等

障害者自立支援給付審査支払等システムの改修 1,106千円

【議案書：Ｐ.58～Ｐ.59 担当課：障害福祉室】

Ｒ３年度に予定されている障害福祉サービスに係る報酬改定及び制度改正等に対応するため、障害者自立支援給付審査支払等システムを改修する。
■補正予算
■改修内容

1,106千円
報酬改定及び制度改正等への対応

児童福祉事業 「保育所等業務効率化推進事業費補助金」 600千円

【議案書：Ｐ.59 担当課：子育て推進課】

保育業務の負担軽減を図ることを目的に、業務支援システムを導入する民間保育所に対して補助を行う。
■事業主体 まろみ保育所
■事 業 費 800千円（国1/2、市1/4、事業主体1/4）
■事業内容 保育業務支援システムの導入
※システムの主な機能
保育に関する計画・記録の作成、スマホ・パソコンによる欠席等の申請機能（24時間可能）、メールによる保護者への連絡機能
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令和２年度 １２月補正の主な内容

新型コロナウイルス感染症対策物品の購入 2,810千円 【議案書：Ｐ.60、Ｐ.62、Ｐ.71～Ｐ.72 担当課：やすらぎ対策課、健康増進課、学校教育課】
新型コロナウイルス感染症対策を目的とした寄付金を頂いたことから、各種物品を購入する。
購入物品

費目

金額

難聴者対話支援スピーカー10台 （本庁２台、総合センター４台（内持ち運び用２台）、行政局４台）

老人福祉費

2,250千円

検査器具の滅菌器及び滅菌シーラー等

保健衛生総務費

460千円

液体石鹸の自動適量吐出装置45台（龍神地域内の小中学校５校に各９台）

小・中学校管理費

100千円

田辺周辺広域市町村圏組合負担金の増額 19,883千円 【議案書：Ｐ.62 担当課：健康増進課】
田辺周辺広域市町村圏組合が運営する休日急患診療所について、新型コロナウイルス感染症の影響により診療収入が大幅に減少し、運営費の資金
不足が見込まれることから、負担金を増額する。
■診療収入減少率
■減 少 見 込 額
■負担金(補正額)

４月～７月（対前年度比△70.4％）、８月～９月（対前年度比△58.3％）
年32,000千円の減少を見込む（年間ベースで対前年度比△70.4％を見込む）
田辺市19,883千円 ※参考 みなべ町・白浜町・上富田町・すさみ町の負担額12,117千円

紀南環境広域施設組合負担金の増額 58,677千円 【議案書：Ｐ.63 担当課：廃棄物処理課】
紀南環境広域施設組合が実施している広域最終処分場の整備について、造成工事費が増加したことから、負担金を増額する。
■工事費の増加額
■増 加 要 因
■負担金(補正額)

149,900千円（当初予算1,124,840千円 → 増加後予算1,274,740千円）
①地質の状況（軟岩→中硬岩）による増 ②造成工事実施中の法面崩壊等による新たな対策費用等の増
③インフレスライド（労働単価等の変動による請負代金の変更請求措置）による増 ほか
田辺市58,677千円 ※参考 他の構成９市町（みなべ町～新宮市）65,458千円

山村振興事業 「山村地域力再生事業費補助金」

7,491千円 【議案書：Ｐ.64 担当課：山村林業課】

県の補助採択を受けて、小川谷水道組合が実施する飲料水供給施設の整備に対して補助を行う。

■事業主体 小川谷水道組合
■事業内容 取水施設、配水施設、送水管の整備
■事 業 費 9,988千円（県1/2、市1/4、事業主体1/4）
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令和２年度 １２月補正の主な内容

歩道新設事業 0千円 （予算組替）

【議案書：Ｐ.68 （工事明細表：Ｐ.79） 担当課：土木課】

実績等を踏まえ、下記のとおり予算の組替えを行う。
事業名

費目

あけぼの東山１号線
自歩道整備事業

自歩道整備委託料

三栖67号線歩道整備
事業

工事請負費

当初予算額

補正後予算額

補正額

313,295千円

266,620千円

△46,675千円

30,000千円

76,675千円

46,675千円

備考
実績による減。
事業進捗を図る。
当初Ｌ=190ｍ → 変更後Ｌ=190ｍ、ブロック積

空家対策事業 「不良空家等除却補助金の増額」 2,500千円 【議案書：Ｐ.69 担当課：建築課】
倒壊等の危険性のある不良空家等の除却補助金について、交付実績等を踏まえ、予算を増額する。
当初

補正後

補正

件 数

16件分

21件分

５件分

予算額

8,000千円

10,500千円

2,500千円

教育振興事業 「紀南看護専門学校授業料等減免に係る負担金」 2,251千円 【議案書：Ｐ.71 担当課：教育総務課】
紀南看護専門学校が実施する授業料・入学準備金の減免（国の高等教育無償化制度による）に伴う減収分を負担する。
※減免に伴う減収分については、田辺市の普通交付税に算入済み。
■紀南看護専門学校

（設 置 者）公立紀南病院組合（田辺市、白浜町、上富田町、みなべ町で構成）
（学 科 等）看護学科３年制 総定員120名（各学年40名）

■国の無償化制度

（対 象 校）大学、短期大学、高等専門学校、専門学校
（対 象 者）住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
（減免内容）所得に応じて、授業料・入学金の1/3、2/3、3/3を減免
※国公立専門学校の場合の減免上限額 年間授業料166,800円、入学金70,000円

■減 免 の 状 況

（対象者数）前期15人・後期14人（内新入生９人を含む）
（減 免 額）2,251千円（授業料1,807千円、入学金444千円）
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令和２年度 １２月補正の主な内容

東京2020オリンピック聖火リレー事業 △2,745千円 （債務負担行為 Ｒ２年度～Ｒ３年度 限度額 2,980千円）
【議案書：Ｐ.74 （債務負担行為：Ｐ.48） 担当課：スポーツ振興課】
Ｒ２年４月に予定していた東京2020オリンピック聖火リレーに要する経費を減額するとともに、Ｒ３年４月に実施する聖火リレーに係る債務負担行
為を設定する。
■聖火リレー日程

Ｒ３年４月９日（金）
※全国…Ｒ３年３月25日（木）～７月23日（金）の121日間（内県内…Ｒ３年４月９日（金）～10日（土））

■減

Ｒ２年４月中止分 △2,745千円
（看板作成等委託料 △105千円、警備委託料△250千円、イベント用備品借料△1,400千円ほか）

額 補 正

■債務負担行為

Ｒ３年４月実施分 2,980千円
（看板作成等委託料860千円、警備委託料860千円、イベント用備品借料1,260千円）

農林施設災害復旧事業 「現年度林業施設災害復旧事業」 14,000千円 （債務負担行為 Ｒ３年度 限度額16,000千円）
【議案書：Ｐ.74 （債務負担行為：Ｐ.48） 担当課：山村林業課】
■Ｒ２年７月６日発生の地すべり災害
対 象 施 設 林道１か所（大塔地域）
補 正 予 算
14,000千円（測量・調査・設計委託料14,900千円、測量・設計委託料△900千円[不用額の減額]）
債務負担行為 16,000千円（測量・調査・設計委託料）

農林施設災害復旧事業 「現年度耕地災害復旧事業」 5,016千円 【議案書：Ｐ.74 （工事明細表：Ｐ.79） 担当課：農業振興課】
■Ｒ２年９月６日～７日の台風10号豪雨による災害
対象施設 農地１か所（大塔地域）
補正予算

1,518千円 （工事請負費ほか）

■Ｒ２年９月13日の豪雨による災害
対象施設 農道２か所（旧田辺地域）

3,498千円 （工事請負費ほか）

補正予算
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令和２年度 １２月補正の主な内容

令和２年度 １２月補正の主な内容（特別会計）
国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 1,296千円

【議案書：Ｐ.80 担当課：保険課】

■人事院勧告及び人事配置に伴う人件費の補正 △7,654千円
■制度改正に伴うシステム改修費用の補正
4,950千円
■新型コロナウィルス感染症の影響による保険税の特例減免等に伴う還付金の補正

後期高齢者医療特別会計 6,127千円
■制度改正に伴うシステム改修費用の補正

介護保険特別会計 97,778千円

4,000千円

現計予算額
補正予算額
補正後予算額

9,822,163千円
1,296千円
9,823,459千円

現計予算額
補正予算額
補正後予算額

2,075,804千円
6,127千円
2,081,931千円

現計予算額
補正予算額
補正後予算額

9,280,329千円
97,778千円
9,378,107千円

【議案書：Ｐ.91 担当課：保険課】
6,127千円

【議案書：Ｐ.98 担当課：やすらぎ対策課】

■人事院勧告及び人事配置に伴う人件費の補正 8,278千円（総務費14,074千円、地域支援事業費△5,796千円）
■制度改正に伴うシステム改修費用の補正
9,500千円（総務費）
■実績見込みによる保険給付費の補正
80,000千円（保険給付費）
居宅介護サービス給付費交付金△50,000千円、施設介護サービス給付費交付金80,000千円
地域密着型介護サービス給付費35,000千円、高額介護サービス費22,000千円ほか

同和対策住宅資金等貸付事業特別会計 0千円 （歳入予算の組替え）

【議案書：Ｐ.114 担当課：人権推進課】

■債権放棄に伴う県補助金の交付による予算の組替え
県補助金
8,666千円
貸付金元利収入 △8,666千円

現計予算額
補正予算額
補正後予算額

485,494千円
0千円
485,494千円

令和２年度 １２月補正の主な内容（企業会計）
水道事業会計 △970千円
■収益的支出
■資本的支出

【議案書：Ｐ.117 担当課：業務課】

・人事院勧告及び人事配置による人件費の補正 △8,979千円
・人事院勧告による人件費の補正
△118千円
・水道事業変更認可業務の実施に伴う測量・調査 8,127千円
委託料の補正
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【収益的支出】
現計予算額
補正予算額
補正後予算額

1,920,787千円
△8,979千円
1,911,808千円

【資本的支出】
現計予算額
補正予算額
補正後予算額

1,023,434千円
8,009千円
1,031,443千円

