
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

100,671,079

471,848

10,767,349

（追加） （単位：千円）

項

第2項　徴税費

第2項　清掃費

第1項　労働諸費

一般会計（第16号） 1,034,973 101,706,052

令和3年3月甲府市議会定例会　補正予算概要（追加分）

会計区分 補正予算額 補正後予算額

地方卸売市場事業会計（第4号） 5,500 477,348

病院事業会計（第7号） 36,650 10,803,999

補正予算額計 1,077,123

（2）一般会計繰越明許費

款 事業名 金額

第2款　総務費

第1項　総務管理費

職員福利厚生及び健康管理費 10

危機管理対策事業 2,536

庁舎管理費 452

情報システム事業 2,474

市民税賦課徴収費 231

第3款　民生費

第1項　社会福祉費

社会福祉事業等指導・監査事業 5

後期高齢者医療事業 198

福祉センター費 200

地域生活支援事業 144

第2項　児童福祉費

放課後児童クラブ事業 21,500

ファミリー・サポート・センター事
業

300

子育て短期支援事業 600

子ども・子育て支援総務費 300

教育・保育施設等運営給付費 58,950

第4款　衛生費

第1項　保健衛生費

母子保健事業 114,434

保健所総務管理事業 56

各種予防費 948,945

斎場管理費 36

救急医療体制整備事業 29,713

清掃総務費 962

第5款　労働費 労働福祉事業 51

資料３

－ 1 －



（追加） （単位：千円）

項

第1項　農業費

第4項　高等学校費

第6項　専門学校費

（変更） （単位：千円）

補正前 補正後

第1項　総務管理費 23,408 23,665

12,000 21,930

6,826 10,226

第3項　都市計画費 30,158 30,521

第3項　中学校費 109,832 112,670

第9項　幼児教育振興費 10,000 10,900

第6款　農林水産業費 産地保全強化対策事業 9,450

第7款　商工費 第1項　商工費

商工業推進事業 49,350

産業立地等推進事業 4,000

84,320

学校保健費 33,781

教材・情報環境整備事業 445,265

小学校老朽化リニューアル事業 17,870

第3項　中学校費

学校保健費 16,042

教材・情報環境整備事業 224,759

外国人講師による英語指導事業 132

中学校老朽化リニューアル事業 41,697

一般振興費 6,105

一般管理費 182

第7項　社会教育費

武田氏館跡歴史館管理運営事業 5,961

一般管理費 314

総合市民会館管理運営費 22,741

款 項 事業名
金額

第2款　総務費
東京オリンピック・パラリンピック
事前合宿等推進事業

第10款　教育費

第2項　小学校費

学校営繕費

第3款　民生費 第2項　児童福祉費

児童館等運営費

公立保育所費

第8款　土木費 都市公園管理事業

第10款　教育費

維持管理費

幼児教育センター事業

款 事業名 金額
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2 補正予算内容

（1）一般会計補正予算（第16号） （単位：千円）

款名称 № 事　業　名　等 補正予算額

1 職員福利厚生及び健康管理費 10

2 危機管理対策事業費 2,536

3
東京オリンピック・パラリンピック
事前合宿等推進事業費

257

4 庁舎管理費 452

5 情報システム事業費 2,474

6 バス利用促進対策事業費 5,703

7 市民税賦課徴収費 231

8 社会福祉事業等指導・監査事業費 5

9 後期高齢者医療事業費 198

10 福祉センター費 1,779

11 地域生活支援事業費 144

12 放課後児童クラブ事業費 21,500

13 児童館等運営費 9,930

14
ファミリー・サポート・センター事
業費

300

15 子育て短期支援事業費 600

16 子ども・子育て支援総務費 300

17 教育・保育施設等運営給付費 58,950

18 公立保育所費 3,400

19 母子保健事業費 137,351

20 保健所総務管理事業費 56

21 各種予防費 948,945

22 斎場管理費 36

23 救急医療体制整備事業費 29,713

24 清掃総務費 962

25 労働福祉事業費 51

26 市民いこいの里施設管理事業費 16

27 勤労者福祉センター管理事業費 13

備  考

 第2款 総務費

本庁舎保健室における新型コロナウイルス感染防止対
策の物品購入等に係る経費

備蓄品の入れ替えにおける新型コロナウイルス感染防
止対策の物品購入に係る経費

東京オリンピック事前合宿における新型コロナウイル
ス感染防止対策の物品購入に係る経費

 第3款 民生費

窓口等における新型コロナウイルス感染防止対策の物
品購入に係る経費

高齢者健診における3密回避のための健診案内の印
刷・発送に係る経費

上九の湯ふれあいセンターに係る休館指示した期間中
の指定管理料の増額及び貢川福祉センター女湯滅菌装
置の修繕工事に係る経費

本庁舎における新型コロナウイルス感染防止対策の物
品購入に係る経費

「行政手続きガイドサービス」のデジタル化に係るシ
ステム導入及びWeb会議実施のための物品購入等に係
る経費

新型コロナウイルス感染症拡大による運賃収入の減に
伴う代替バス委託料不足分の増額

窓口及び申告会場等における新型コロナウイルス感染
防止対策の物品購入に係る経費

保育所などにおけるマスク購入等の感染防止対策に係
る経費

公立保育所におけるマスク購入等の感染防止対策に係
る経費

遠隔手話サービスによる聴覚障がい者の意思疎通支援
のためのタブレット端末の購入に係る経費

放課後児童クラブにおけるマスク購入等の感染防止対
策に係る経費

中道南・北児童館の空調機の入れ替えに係る経費等

ファミリー・サポート・センターにおけるマスク購入
等の感染防止対策に係る経費

子育て短期支援事業におけるマスク購入等の感染防止
対策に係る経費

利用者支援事業におけるマスク購入等の感染防止対策
に係る経費

 第4款 衛生費

特定不妊治療費及び妊婦PCR検査の助成に係る経費等

窓口等における新型コロナウイルス感染防止対策の物
品購入に係る経費

新型コロナウイルスワクチンの接種に係る経費の増額

斎場における新型コロナウイルス感染防止対策の物品
購入に係る経費

小児救急医療での受診控えに伴う山梨県小児救急医療
事業推進委員会への負担金に係る経費

環境センター管理棟窓口等における感染予防物品の購
入及び環境センター女子更衣室の修繕に係る経費

 第5款 労働費

労働相談窓口業務等における新型コロナウイルス感染
防止対策の物品購入に係る経費

市民いこいの里における休館指示した期間中の指定管
理料の増額

勤労者福祉センターにおける休館指示した期間中の指
定管理料の増額
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（1）一般会計補正予算（第16号） （単位：千円）

款名称 № 事　業　名　等 補正予算額

28 右左口の里維持管理事業費 2,271

29 産地保全強化対策事業費 9,450

30 森林林業普及啓発事業費 95

31 マウントピア黒平管理事業費 390

32 地方卸売市場事業会計繰出金 5,500

33 商工業推進事業費 49,350

34 融資対策事業費 200,466

35 産業立地等推進事業費 4,000

36 南北地域振興事業費 265

37 道路維持管理事業費 949

38 都市公園管理事業費 363

39 学校給食費（小学校費） 375

40 学校営繕費（小学校費） 84,320

41 学校保健費（小学校費） 33,781

42 小学校老朽化リニューアル事業費 17,870

43 維持管理費（中学校費） 2,838

44 学校保健費（中学校費） 16,042

45 学校給食費（中学校費） 84

46 外国人講師による英語指導事業費 132

47 中学校老朽化リニューアル事業費 41,697

48 一般振興費（高等学校費） 6,987

49 一般管理費（専門学校費） 182

50 武田氏館跡歴史館管理運営事業費 5,961

51 一般管理費（社会教育費） 314

52 総合市民会館管理運営費 26,170

53 幼児教育センター事業費 900

1,736,664

 第6款 農林水産業費

右左口の里における休館指示した期間中の指定管理料
の増額

笛吹農業協同組合中道南共選所へのスポットクーラー
設置の補助に係る経費

寺川グリーン公園における休館指示した期間中の指定
管理料の増額

マウントピア黒平における休館指示した期間中の指定
管理料の増額

 第8款 土木費

甲府駅北口公共施設における休館指示した期間中の指
定管理料の増額

緑が丘スポーツ公園の多機能トイレ改修に係る経費

甲府市地方卸売市場事業者応援給付金に係る経費

 第7款 商工費

がんばろう甲府！グリーン・ゾーン応援金及びがんば
ろう甲府！デリバリー応援金に係る経費

山梨県制度融資「経済変動対策融資」における信用保
証料の補助に係る経費

甲府市サテライトオフィス等活用促進事業に係る経費

創作の森おびなにおける休館指示した期間中の指定管
理料の増額

3密回避対策として分散事務を行っている城南中学校
学年職員室等へのエアコン設置に係る経費

中学校における新型コロナウイルス感染防止対策の物
品購入等に係る経費

コロナ陽性者の発生による学校休校措置に伴いキャン
セルできなかった給食に対する学校給食会への補助金

 第10款 教育費

コロナ陽性者の発生による学校休校措置に伴いキャン
セルできなかった給食食材に対する学校給食会への補
助金

善誘館小学校の校庭整備（全面改修）に係る経費

小学校における新型コロナウイルス感染防止対策の物
品購入等に係る経費

千代田小学校のトイレ改修に係る経費

外国人英語指導講師の3密回避のための通勤用自転車
購入に係る経費

東中学校のトイレ改修に係る経費

商業高校における低所得者世帯の生徒に貸与する端末
等整備及び修学旅行中止に伴うキャンセル料の支援に
係る経費

商科専門学校における新型コロナウイルス感染防止対
策の物品購入に係る経費

信玄公生誕500年記念特別展示の開催等に係る経費

公民館における新型コロナウイルス感染防止対策の物
品購入に係る経費

総合市民会館の空調関係設備の改修に係る経費及び休
館指示した期間中の指定管理料の増額

幼児教育センターにおけるマスク購入等の感染防止対
策に係る経費

備  考

小計
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（1）一般会計補正予算（第16号） （単位：千円）

款名称 № 事　業　名　等 補正予算額

ー 54 減額補正・財源更正 △ 701,691

1,034,973

（単位：千円）

補正予算額

5,500

（単位：千円）

補正予算額

36,650

合計

新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策関連事
業費の額の確定や決算見込による減額を行うととも
に、これまで計上していた財政調整基金を、地方創生
臨時交付金等へ財源更正する。

補正前予算額 補正後予算額 備  考

471,848 477,348
甲府市地方卸売市場事業者応援給付金に係る経費の増
額

（2）地方卸売市場事業会計補正予算（第4号）

（3）病院事業会計補正予算（第7号）

補正前予算額 補正後予算額 備  考

10,767,349

備  考

10,803,999 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策や診療体制の
確保等に係る材料費、経費及び資産購入費の増額
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