
Ⅰ.今回の補正額 千円

Ⅱ.補正後の予算額（参考） 千円

Ⅲ.一般会計　歳入歳出補正予算総括

(歳入）

(歳出）

国県支出金 地方債 その他

 1 議会費 210,955 1,200 212,155 1,000 200

 2 総務費 10,372,344 △ 478,638 9,893,706 90,000 △ 523,200 200 △ 45,638

 3 民生費 12,434,031 △ 22,600 12,411,431 29,200 613 △ 52,413

 4 衛生費 2,163,519 3,000 2,166,519 1,900 782 318

 6 農林水産業費 1,640,745 △ 9,170 1,631,575 △ 3,900 △ 5,270

 7 商工費 2,802,187 335,629 3,137,816 215,238 120,391

 8 土木費 3,035,646 216,830 3,252,476 87,965 130,200 △ 1,335

10 教育費 2,665,019 20,386 2,685,405 34,495 16,500 △ 30,609

歳出合計 39,811,352 66,637 39,877,989 455,898 △ 376,500 1,595 △ 14,356

16 県支出金 3,892,660 39,000 3,931,660

19 繰入金 1,880,999 △ 321,943 1,559,056

632,379

17 財産収入 95,890 307,587 403,477

782 490,120

15 国庫支出金 13,188,878 416,898 13,605,776

13 分担金及び負担金 489,338

66,637

39,877,989

　一 般 会 計

　一 般 会 計

　令和２年度　補正予算（3月補正（追加））　　

概　要　説　明　書

22 市債 2,609,437 △ 376,500 2,232,937

（単位:千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

18 寄附金 631,566 813

（単位:千円）

特　定　財　源
一般財源

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

歳入合計 39,811,352 66,637 39,877,989
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　Ⅳ．主な事業概要

(単位：千円）

予算科目 事　業　名 担 当 課 補 正 額 事　業　概　要

議会費
[新型コロナ対策]
文字通訳システム
導入事業

議会事務局 1,200

　開かれた議会運営の推進を図るため、現在の映像と音声による議会
配信（中継）に、音声の同時文字化を加えるための文字通訳アプリの
導入に要する経費。

○運用開始予定　令和３年６月定例議会

総務費
[新型コロナ対策]
高度無線
環境整備推進事業

総合政策課 △ 474,138 　公募型プロポーザル方式による契約締結に基づく減額

衛生費

[新型コロナ対策]
二次救急医療機関
運営支援給付金
給付事業

高齢者
あんしん課

3,000

　日向入郷医療圏域の二次救急医療機関(民間）に感染防止対策等と
して、同圏域の自治体が連携して助成を行うための経費。

○対象二次救急医療機関
・宮崎県済生会　日向病院
・社会医療法人泉和会　千代田病院
・医療法人誠和会　和田病院

[新型コロナ対策]
インドア
花いっぱい応援事業

農業畜産課 4,000

コロナ禍により厳しい環境にある市内花卉農家の消費拡大支援を目
的として、公共施設や小中学校入学式等において切り花展示やフラ
ワーディスプレイを実施するために必要な経費。

○切り花展示
小中学校、保育所、介護施設、市役所など

○フラワーディスプレイ
小中学校入学式、成人式等

[新型コロナ対策]
地元産農産物
消費拡大支援事業

農業畜産課 350
コロナ禍による厳しい環境にある市内イチゴ農家の消費拡大支援を

目的として、市内認定保育所等の園児にイチゴを提供するために必要
な経費。

[新型コロナ対策]
「稼げる」地場産品
プロジェクト
推進事業

ブランド
推進課

6,000
コロナ禍における消費動向の変容に対応するため、本市農林水産物

の強みを生かしたブランド化や６次産業化など、「稼げる農林水産
物」に向けたプロジェクト推進に要する経費。

[新型コロナ対策]
応援消費
プレミアム付
商品券発行事業

商工港湾課 78,000

　市内経済の活性化を図るため、県補助金を活用し、第３弾となるプ
レミアム付（30％）商品券の発行を行う。

○販売価格　１セット5,000円 【500円券×13枚つづり】
○発行数  42,000セット

[新型コロナ対策]
地産外消日向地場
産品販売促進事業

商工港湾課 22,800
コロナ禍におけるインバウンド需要が減少する中、本市地場産品の

消費拡大を図るため、国外向けの商品開発やプロモーション活動、
ネット通販など、新たな販路開拓等の推進に要する経費。

企業誘致推進事業 商工港湾課 222,355
　細島４区工業団地内の用地（25,212㎡）を企業に売却することに伴
い、基金財産から普通財産に移管するための公有財産購入費。

[R2国補正]
地方創生テレワーク
交付金事業

商工港湾課 18,000

　国の第３次補正予算を活用して、テレワーク等を活用した県外企業
等の誘致を促進することを目的に、都市圏へのプロモーション活動や
ワーケーション施設整備助成等に要する経費。

○サテライトオフイス等施設整備助成
上限　10,000千円（対象経費×1/2）

○サテライトオフィス等進出企業支援助成
　2,000千円（1,000千円×2社）

一般会計

農林水
産業費

商工費
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(単位：千円）

予算科目 事　業　名 担 当 課 補 正 額 事　業　概　要

一般会計

[新型コロナ対策]
観光事業者
経営安定支援事業

観光交流課 19,000

コロナ禍において売上高が大きく減少している観光事業者等に対
し、経営安定化のための支援金を支給するための経費。

○宿泊施設等経営安定支援給付金　　 15,000千円
・対象施設　ホテル、旅館、民宿、ゲストハウス等
・支援金　　１室あたり　20千円

○市内バス事業者経営安定支援給付金　4,000千円
・支援金（１台あたり）

大型バス　200千円
中型バス　150千円
小型バス　100千円

[新型コロナ対策]
観光誘客再起事業

観光交流課 19,500

アフターコロナの観光需要の回復を見据えた参加体験型観光イベン
トの実施や新しい生活様式に対応した体験型観光コンテンツの造成、
さらに、３密を回避するための観光施設改修に要する経費。

○日向ファン拡大推進事業 10,000千円
○体験型観光コンテンツ造成補助　　 3,000千円
○観光施設改修 6,500千円

[R2国補正]
橋梁長寿命化事業

建設課 17,000
　国の第３次補正の内示に基づく、設計業務委託や維持補修工事に要
する経費。

[R2国補正]
財光寺南
土地区画整理事業

市街地
整備課

88,430

[R2国補正]
駅周辺
土地区画整理事業

市街地
整備課

60,000

[R2国補正]
細島小学校改築事業

教育総務課 24,886
　国の第３次補正の内示に基づく、避難ブリッジや避難階段整備に要
する経費。

[新型コロナ対策]
図書館サービス・
資料の充実に要する
経費

図書館 4,000
コロナ禍の中、図書館以外でも読書に親しめる環境の充実を図るた

め、学級文庫や公民館等へ配布するための図書購入費。

　Ⅴ．３月補正（追加）予算　まとめ

　　１．新型コロナウイルス感染症経済対策事業
新規・拡充事業 13事業 　164,850千円
減額・財源調整事業 48事業 △580,284千円

　　２．国３次補正（１．を除く） 6事業 　259,716千円

　　３．その他の事業 1事業 　222,355千円

　国の第３次補正の内示に基づく、建物調査委託や建設工事に要する
経費。

土木費

教育費

商工費
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