
１ 補正予算集計

（1）令和２年度補正予算 （単位：千円）

補正前予算額

98,322,893

18,899,178

24,902

10,724,902

105,145

（追加） （単位：千円）

項

第１項　道路橋りょう費

（変更） （単位：千円）

補正前 補正後

第１項　農業費 132,000 137,324

（追加） （単位：千円）

２ 一般会計補正予算前年度比較 （単位：千円）

補正前予算額

98,322,893

75,314,960

23,007,933

30.55

99,859,998

補正予算額

62,354

一般会計（第11号）

事業名

1,537,105

（2）一般会計繰越明許費

令和２年12月甲府市議会定例会　補正予算概要

会計区分 補正後予算額

補正予算額計

項 事業名

1,589,750

款

甲府駅周辺土地区画整理事業 161,889

甲府城周辺地域活性化計画整備事業 129,920

金額

緑が丘スポーツ公園整備事業

農業施設等管理事業

金額
款

第６款　農林水産業費

簡易水道等事業会計（第1号） 632 105,777

病院事業会計（第5号） 31,773 10,756,675

浄化槽事業特別会計（第1号） 640 25,542

国民健康保険事業特別会計（第2号） 19,600 18,918,778

市道新設改良事業 122,590

第８款　土木費

第３項　都市計画費

比  較 23,936,807

（3）一般会計債務負担行為

事　項

広報こうふ印刷費

指定ごみ袋作製、保管及び配送等業務委託料

区 分 補正後予算額

令和２年度 99,859,9981,537,105

伸  率（％） 31.53

608,231

928,874

75,923,191

期　　間

令和３年度

令和３年度から
令和７年度まで

限度額

19,987

令和元年度

甲府駅南口自転車駐車場指定管理委託料
令和３年度から
令和７年度まで

31,985

甲府市勤労者福祉センター指定管理委託料

令和３年度 87,108

補正予算額

51,665

資料３
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３ 補正予算内容

（1）一般会計補正予算（第11号） （単位：千円）

款名称 事　業　名　等 補正予算額

 第1款 議会費 一般経常経費 208

窓口センター費 266

悠遊館等施設管理費 217

地域振興基金積立金 508,000

企画諸経費 262,880

危機管理対策事業費 200

情報システム事業費 893

交通安全対策事業費 126

男女共同参画推進事業費 46

国庫負担金等精算返還金 44,305

市民税賦課徴収費 758

戸籍住民基本台帳費 60

個人番号制度管理事業費 7,002

社会福祉総務費 311

民生委員関係費 477

特別障害者手当等支給事業費 2,886

福祉センター費 192

自立支援サービス事業費 200,372

障害児通所支援事業費 77,372

子ども支援推進事業費 462

教育・保育施設等運営給付費 219,911

ひとり親等福祉費 23,404

母子保健事業費 55

保健所総務管理事業費 1,094

一般職給与費（７４人） 財源更正

感染症対策事業費 11,210

 第3款 民生費

備  考

窓口センターにおける新型コロナウイルス感
染症拡大防止のための物品購入に係る経費

 第2款 総務費

 第4款 衛生費

本庁舎における新型コロナウイルス感染症拡
大防止のための物品購入に係る経費

新規開設及び施設型給付移行施設の増加に伴
う運営給付費等の増額

児童扶養手当等の増加に伴う経費の増額

利用者数の増加に伴う障害児通所支援に係る
扶助費の増額

西庁舎における新型コロナウイルス感染症拡
大防止のための物品購入に係る経費

乳幼児健診における新型コロナウイルス感染
症拡大防止のための物品購入に係る経費

保健所における新型コロナウイルス感染症拡
大防止のための物品購入に係る経費

厚生労働省が実施する統計調査に係る国庫支
出金の増額に伴う財源更正

新たに施設に入所する高齢者へのＰＣＲ検査
の助成金及び夜間相談業務の委託に係る経費

支給対象者の増加等に伴う扶助費の増額

福祉センターにおける新型コロナウイルス感
染症拡大防止のための物品購入に係る経費

ふるさと甲府応援寄附金の増加に伴う経費の
増額

寄附に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防
止のための物品購入に係る経費

窓口の混雑情報を配信するシステムの導入に
係る経費

マイナンバーカードの申請増に伴う経費の増
額

交付税措置の拡充に伴う民生委員活動手当の
増額

利用者数の増加に伴う自立支援サービスに係
る扶助費の増額

本庁舎における新型コロナウイルス感染症拡
大防止のための物品購入に係る経費

本庁舎における新型コロナウイルス感染症拡
大防止のための物品購入に係る経費

令和元年度自立支援給付費国庫負担金等の精
算返還金、令和元年度児童扶養手当給付費国
庫負担金等の精算返還金及び被災農業者向け
経営体育成支援事業における国庫負担金等の
精算返還金

窓口対応及び申告会場等における新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のための物品購入に
係る経費

本庁舎における新型コロナウイルス感染症拡
大防止のための物品購入に係る経費

悠遊館等における新型コロナウイルス感染症
拡大防止のための物品購入に係る経費

ふるさと甲府応援寄附金の増加に伴う基金積
立金の増額

議場等における新型コロナウイルス感染症拡
大防止のための物品購入に係る経費
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（単位：千円）

款名称 事　業　名　等 補正予算額

動物愛護事業費 610

浄化槽事業特別会計繰出金 640

斎場管理費 36

救急医療体制整備事業費 16,500

清掃総務費 48

指導普及事業費 1,666

農業施設等管理事業費 8,274

養豚等施設防疫強化事業費 7,883

商工業推進事業費 132,051

観光開発事業費 500

教材・情報環境整備事業費 100

教材・情報環境整備事業費 50

生涯学習振興事業費 173

武田氏館跡歴史館管理運営事業費 302

図書館管理運営費 5,565

（単位：千円）

補正予算額

19,600

（単位：千円）

補正予算額

640

（単位：千円）

補正予算額

31,773

（単位：千円）

補正予算額

632

公設浄化槽維持管理に係る浄化槽の修繕が当
初見込を上回ることに伴う事業用器具修繕費
の増額

（4）病院事業会計補正予算（第5号）

補正前予算額 補正後予算額

 第10款 教育費

 第4款 衛生費

備  考

「がんばろう甲府！最大30％戻ってくる
キャンペーン（第2弾）」に係る経費の増額

図書館における新型コロナウイルス感染症拡
大防止のための物品購入に係る経費及び国際
ソロプチミスト甲府からの寄附に伴う蔵書整
備に係る経費

事務室等における新型コロナウイルス感染症
拡大防止のための物品購入に係る経費

CSF（豚熱）の発生により飼養衛生管理基準
が改正され設置が義務付けられた防鳥ネット
の設置に伴う補助金の増額

猫の不妊・去勢手術件数の増加に伴う補助金
の増額

公設浄化槽維持管理に係る浄化槽の修繕が当
初見込を上回ることに伴う繰出金の増額

斎場における新型コロナウイルス感染症拡大
防止のための物品購入に係る経費

山梨県病院群輪番制病院設備整備費補助金の
交付対象の追加に伴う補助金の増額

湯田小学校への寄附に伴う教材備品購入に係
る経費

南中学校への寄附に伴う教材備品購入に係る
経費

公民館等における新型コロナウイルス感染症
拡大防止のための物品購入に係る経費

信玄ミュージアムにおける新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のための物品購入に係る経
費

補正前予算額 備  考

18,899,178
新型コロナウイルス感染症の影響による令和
元年度分国民健康保険料の減免に伴う還付金
の増額

補正後予算額

 第6款 農林水産業費

 第7款 商工費

補正前予算額 備  考

105,145 有形固定資産の計上に伴う減価償却費の増額

備  考

18,918,778

105,777

補正後予算額

（2）国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

（5）簡易水道等事業会計補正予算（第１号）

（3）浄化槽事業特別会計補正予算（第1号）

補正前予算額 補正後予算額

24,902 25,542

備  考

10,724,902 10,756,675

マイナンバーカードによる「オンライン資格
確認」の導入に向けたシステム改修に係る経
費及びインフルエンザ流行期における診療体
制の強化に係る経費

「第16回国内観光活性化フォーラムinやまな
し」への負担金

農業用水路法面保護工事の増額及び県営農地
環境整備事業（帯那棚田の里）における鳥獣
害防止柵設置等に係る経費の増額

ぶどうの晩腐病対策における簡易雨よけ施設
導入支援に係る補助金の増額
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