
１ 補正予算集計

（単位：千円）

（単位：千円）

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額

平成31年度 661,700 令和元年度 641,270

平成32年度 992,590 令和2年度 1,013,020

（3）一般会計繰越明許費

（追加） （単位：千円）

款

民生費

土木費

災害復旧費

（変更） （単位：千円）

補正前 補正後

農林水産業費 4,500 12,784

928,264 1,258,264

132,775 517,075

（単位：千円）

補正前予算額

76,637,900

△ 0.79

病院事業会計（第1号） 10,593,330 130,240 10,723,570

金額

補正予算額計 2,808,492

令和２年３月甲府市議会定例会　補正予算概要

（1）令和元年度補正予算

会計区分 補正前予算額 補正予算額 補正後予算額

一般会計（第5号） 76,029,768 2,568,302 78,598,070

国民健康保険事業特別会計（第1号） 20,240,822 109,950 20,350,772

住宅新築資金等貸付事業特別会計（第1号） 55,112 （財源更正） 55,112

介護保険事業特別会計（第4号） 21,365,755 （財源更正） 21,365,755

（2）一般会計継続費

事業名
補正前 補正後

（変更）

中道北小学校移転事業
（校舎等移転工事）

1,654,290 1,654,290

30,000

教育費

210,504

606,200

小学校老朽化リニューアル事業 142,596
小学校費

20,000

79,695

教材・情報環境整備事業 273,800

高等学校費 一般振興費

1,243

款 項 事業名
金額

農業施設災害復旧費

農業費 農業施設等管理事業

土木費
甲府駅周辺土地区画整理事業

和戸町竜王線整備事業

２ 一般会計補正予算前年度比較

都市計画費

補正予算額 補正後予算額

令和元年度 76,029,768 2,568,302 78,598,070

区 分

△ 305,514 76,332,386

比  較 △ 608,132 2,873,816 2,265,684

平成30年度

2.97伸  率（％）

項

社会福祉費

中学校費

農林水産業施設災害復旧費

事業名

介護保険対策事業

教材・情報環境整備事業

維持管理費

中学校老朽化リニューアル事業

道路橋りょう費 交通安全施設整備事業 6,000
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３ 補正予算内容

（1）一般会計補正予算（第5号）
（単位：千円）

款名称 補正予算額

143,705

24,641

46,000

1,103,339

12,512

（財源更正）

185,914

26,649

307,323

33,482

△ 33,600

3,289

470

△ 42,300

3,185

3,651

4,099

3,155

42,862

（財源更正）

 第4款 衛生費 △ 10,510

 第6款 農林水産業費　 857

（財源更正）

（財源更正）

△ 18,035

△ 10,878

△ 240,483

個人番号制度管理事業費

地域生活支援事業費

老人保護措置費

介護保険対策事業費 地域密着型サービス施設整備に係る補助金の減額

 第3款 民生費

国民健康保険事業特別会計繰出金 保険者支援制度の額の確定等に伴う繰出金の増額

住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金

後期高齢者医療事業費
健診・人間ドック等受診者の増加に伴う委託料の
増額等

 第2款 総務費

公共施設整備事業等基金積立金 中道北小学校移転補償費に係る基金積立金の増額

地域振興基金積立金
ふるさと甲府応援寄附金の増加及び遊亀公園附属
動物園への寄附に伴う基金積立金の増額

 第8款 土木費　

事　業　名　等 備  考

情報システム事業費
社会保障・税番号制度システム整備費補助金の交
付決定に伴う財源更正

軽費老人ホームに係る事務費補助金及び養護老人
ホームに係る措置費の減額

平成30年度生活扶助費等国庫負担金等の額の確定
に伴う返還金

一般職給与費 退職予定者の増加に伴う退職手当の増額

総務部経費
退職予定者の増加に伴う上下水道局への退職手当
負担金の増額

企画部経費
ふるさと甲府応援寄附金の増加に伴うふるさと納
税事業支援サービス業務委託料等の増額

マイナンバーカード申請者の増加に伴う交付金の
増額

国庫負担金等精算返還金

自立支援補装具事業費 自立支援補装具の利用の増加に伴う扶助費の増額

教育・保育施設等運営給付費
人事院勧告に伴う公定価格の見直しによる施設型
給付費等の増額

日中一時支援事業の利用者の増加に伴う委託料の
増額

貸付金元利収入が当初の見込みを下回ることによ
る繰出金の増額

重度心身障害者医療費助成事業費
利用者が当初の見込みを上回ることによる医療扶
助費の増額

心身障害児童福祉手当支給事業費 対象者数の増加に伴う報償費の増額

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合負担金の確
定に伴う負担金の減額

産地保全強化対策事業費
中核農家規模拡大育成事業奨励金の交付対象者数
の増加等に伴う補助金の増額

道路維持管理事業費 復旧工事の災害査定に伴う財源更正

都市基本計画推進事業費
都市計画道路予備設計の修正が不用となったこと
などに伴う委託料の減額

空家等対策推進事業費
助成制度の申請件数が当初の見込みを下回ること
による補助金の減額

建築物耐震化支援事業費
耐震改修補助等の申請件数が当初の見込みを下回
ることによる補助金の減額

交通安全施設整備事業費
国の補正予算に伴う社会資本整備総合交付金の交
付に係る財源更正

公立保育所費
子ども・子育て支援事業費に係る国庫支出金等の
確定に伴う財源更正

自立支援医療事業費
自立支援医療給付費（更生医療）の増加に伴う扶
助費の増額

一般廃棄物処理事業費
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（単位：千円）

款名称 補正予算額

（財源更正）

（財源更正）

（財源更正）

△ 12,354

 第9款 消防費　 （財源更正）

569,300

142,596

△ 42,855

251,850

79,695

17,500

（財源更正）

 第11款 災害復旧費 1,243

△ 8,000

△ 20,000

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

 第8款 土木費　

教材・情報環境整備事業費（中学校費）
国の補正予算に伴う中学校における通信ネット
ワーク整備に係る経費等

一般振興費（高等学校費）
国の補正予算に伴う甲府商業学校における通信
ネットワーク整備に係る経費等

（5）病院事業会計補正予算（第1号）

補正前予算額 補正予算額 補正後予算額 備  考

補正後予算額 備  考

補正予算額 補正後予算額 備  考

一般職給与費（12人）
国の補正予算に伴う社会資本整備総合交付金の追
加交付に係る財源更正

10,593,330 130,240 10,723,570
入院患者及び外来患者の増加に
伴う材料費の増額等

甲府駅周辺土地区画整理事業費
国の補正予算に伴う社会資本整備総合交付金の追
加交付に係る財源更正

事　業　名　等 備  考

各種スポーツ施設管理事業費

甲府駅周辺拠点形成事業費
社会資本整備総合交付金の額の確定に伴う財源更
正

緑が丘スポーツ公園整備事業費
国庫補助申請に係る設計業務の変更に伴う事業費
の減額

防災対策整備事業費
中道北小学校移転に係る補償費の額の確定に伴う
財源更正

国の補正予算に伴う小学校における通信ネット
ワーク整備に係る経費等

小学校老朽化リニューアル事業費
学校施設環境改善交付金の追加交付に伴う工事請
負費の増額

中道北小学校移転事業費
工事契約差金に伴う減額及び補償契約の締結に伴
う財源更正

中学校老朽化リニューアル事業費
学校施設環境改善交付金の追加交付に伴う工事請
負費の増額

緑が丘スポーツ公園水泳場管理棟における受変電
設備改修等工事に係る財源更正

 第12款 公債費

元金償還金
平成30年度の市債借入額が当初の見込みを下回っ
たことによる減額等

地方債利子 市債の低利借入及び利率見直しに伴う減額

農業施設災害復旧費
台風19号により被災した農地の復旧工事に係る経
費の増額及び財源更正

 第10款 教育費

教材・情報環境整備事業費（小学校費）

（2）国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

補正前予算額 補正予算額 補正後予算額 備  考

20,240,822 109,950 20,350,772

平成30年度に借り入れた山梨
県国民健康保険財政安定化基金
貸付金の一部繰上償還に係る償
還金等

（3）住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）

補正前予算額 補正予算額

21,365,755 （財源更正） 21,365,755
介護サービスにおける保険給付
費等の財源更正

55,112 （財源更正） 55,112
貸付金元利収入が当初の見込み
を下回ることによる財源更正

（4）介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

補正前予算額
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