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1　主な歳出補正予算の概要 （単位  千円）

補正額
その他 一般財源

P34～35 公共施設整備基金事業

国県支出金 地方債

将来の公共施設整備事業に備えるため、公共施設
整備基金に積み立てます。

300,000 300,000

　令和２年度加東市一般会計補正予算（第１１号）は、国の第３次補正予算に関連し、農林水産業費で農村地域防災減災事業における県営ため池整備

　補正予算の規模は、４２５，０４０千円の減額とし、一般会計の総額を２５，９６０，７２５千円といたします。

　歳入予算では、収納見込みにより市税６１，０５７千円、普通交付税の確定により地方交付税２１６，０７８千円、減収補填債の追加などにより市

債１１２，９００千円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加交付により国庫支出金２２，８３７千円などを増額する一方で、事

事業や土木費で市道松沢１号線道路改良工事等、教育費で滝野中学校トイレ洋式化工事及び学校給食センター空調改修工事などを追加する一方で、事

業の完了や現予算額に対する執行見込み額に併せて、全事務事業を対象に不用額の精査を行ったことによる減額との差引きによる補正予算を編成しま

業の完了や執行見込みに伴い、県支出金７５，３０６千円、新型コロナウイルス感染症の影響により、地方消費税交付金６０，０００千円、ゴルフ場

した。

　歳出予算では、事業執行見込みにより民生費２０９，０８３千円、土木費１５１，９５９千円、教育費１５３，４４１千円などを減額します。

　歳入歳出の収支決算見込みにより、歳入予算では財政調整基金繰入金を４９０，０３３千円減額、公共施設整備基金繰入金を１３５，４０２千円減

利用税交付金４０，０００千円などを減額し、合計で４２５，０４０千円の減額補正といたします。

額するとともに、歳出予算では公共施設整備基金に３００，０００千円を積み立てます。

事項別
明細書

事業名 補正概要
補正額の財源内訳

- 1 -



事項別
明細書

事業名 補正概要
補正額の財源内訳

補正額
その他 一般財源国県支出金 地方債

P80～81
社会資本整備総合交付
金事業（防災・安全交
付金）

△ 3,868 △ 10,087 △ 6,800

P80～83
社会資本整備総合交付
金事業（道路）

13,019

35,500 17,000 17,000 1,500

団体営ため池等整備事業において、県の予算再配
分により朝光寺道池（廃止）実施計画策定業務を
前倒し実施するとともに、和田ケ谷池ほか2池のた
め池耐震調査を実施します。事業費は、設計委託
料及び調査設計委託料で11,800千円の増額としま
す。＜資料NO.1＞

財源：県補助金【農村地域防災減災事業補助金】
11,800千円（補助率10/10）

その他、県の予算再配分及び国の補正予算の採択
により県営ため池整備事業負担金7,884千円を増額
します。

国の補正予算により採択された市道松沢1号線道路
新設工事を事業費35,500千円で実施します。＜資
料NO.2＞

財源：国庫補助金【社会資本整備総合交付金（防
災・安全）】17,000千円（補助率1/2）、補正予算
債17,000千円（充当率100%、交付税措置50％）

国の補正予算により採択された市道横谷1号線法面
補修調査設計を実施します。事業費は、調査設計
委託料9,000千円で、当初予定事業の執行見込みに
よる3,100千円の減額と相殺し、5,900千円の増額
とします。

財源：国庫補助金【社会資本整備総合交付金（防
災・安全）】4,500千円（補助率1/2）、補正予算
債4,500千円（充当率100%、交付税措置50％）

その他、執行見込みにより橋梁長寿命化修繕事業
に係る事業費を減額します。

P74～75 農村地域防災減災事業 19,684 11,800 6,700 278906
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事項別
明細書

事業名 補正概要
補正額の財源内訳

補正額
その他 一般財源国県支出金 地方債

19,831 6,162 12,200中学校施設整備事業P100～101 1,469

国の補正予算により採択された滝野中学校トイレ
洋式化改修工事を事業費19,857千円で実施しま
す。＜資料NO.3＞

財源：国庫補助金【学校施設環境改善交付金】
6,162千円（補助率1/3）、補正予算債12,200千円
（充当率100%、交付税措置50％）

その他、執行見込みにより事業費を減額します。
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２　繰越明許費の概要 （単位  千円）

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　額 繰　　越　　理　　由

8 土木費 2 道路橋梁費
社会資本整備総合交付金事業（防災・
安全交付金）
　上滝野新町線ほか

186,483
国土交通省との協議により、滝見橋架替工事（旧橋撤去工
事）の一部が次年度に施工されることとなったため

農村地域防災減災事業
　団体営ため池等整備事業

32,590

朝光寺道池（廃止）実施計画策定業務、ため池耐震調査業
務及びため池ハザードマップ作成業務については、県の事
業費再配分により前倒しとなった事業であり、年度内での
完了が困難であるため

8 土木費 2 道路橋梁費
社会資本整備総合交付金事業（防災・
安全交付金）
　道路ストック総点検事業

9,000
市道横谷1号線法面補修調査設計については、国の補正予
算により採択された事業であり、年度内での完了が困難で
あるため

6 農林水産業費 1 農業費

8 土木費 2 道路橋梁費
社会資本整備総合交付金事業（道路）
　松沢1号線

35,500
市道松沢1号線整備事業については、国の補正予算により
採択された事業であり、年度内での完了が困難であるため

1,139,929合　　計

東条地域小中一貫校建設工事について、令和2年度末の出
来高見込みの結果、出来高予定額を超えず、令和2年度分
の支払いを前払金のみの支払いとしたため

10 教育費 3 中学校費 中学校施設整備事業 19,857
滝野中学校トイレ洋式化改修工事については、国の補正予
算により採択された事業であり、年度内での完了が困難で
あるため

10 教育費 1 教育総務費 東条地域小中一貫校整備事業 844,800

10 教育費 6 保健体育費 給食施設管理運営事業 11,699
学校給食センター空調改修工事については、国の補正予算
により採択された事業であり、年度内での完了が困難であ
るため
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３　債務負担行為の概要 （単位  千円）
（追加）

(変更）

（廃止）

埋蔵文化財事務所移転業務 令和３年度まで 2,528
令和3年4月の埋蔵文化財事務所の地域交流センター（現滝
野文化会館）への移転を早期に完了させるため、移転業務
委託及び給排水設備工事等の契約を年度内に行う

事　　項 期　間 限度額 理　　由

令和2年度事業に係る国庫補助金の交付決定額が予定額を
下回り、事業費の一部が次年度以降に持ち越されたことか
ら、後年度の負担金が増額となるため

期　間 限度額

農業基盤整備促進事業「加古川
西部２期地区」負担金

令和４年度ま
で

346
令和４年度
まで

372

事　　項
変　更　前 変　更　後

変　　更　　理　　由
期　間 限度額

事　　項 期　間 限度額 理　　由

まちの拠点づくり事業 令和４年度まで 46,481

令和2年度から着手予定であったまちの拠点施設の整備に
ついて、新たな機能（テナントスペース）を付加した官民
連携による整備を目指し、令和3年度から取り組むことと
したため
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令和2年度 団体営ため池等整備事業（ため池耐震調査） 位置図

１ 新池（社）

3 弥谷池（沢部）

2 鳥居池（鳥居）

16 中ノ池（光明寺）

17 奥ノ池（光明寺）

10 桜谷池（上久米）

4 住吉池（牧野）

5 新池（多井田）

19 和田ヶ池（河高）

20 塩ヶ谷大池（貞守）

9 皿池（河高）

21 森調整池（森）

11 才ノ神池（上鴨川）

18 明治池（貞守）

14 梶ヶ池（黒石）

12 越道池（平木）

13 大池（常田）

6 宮ヶ谷池（河高）

7 大谷中池（河高）

15 山路池（栄枝）

8 了徳寺池（高岡）

＜加西市鍛治屋町地内＞

凡例

Ｒ２年度実施・・・・・ 番号 ため池名称（地区名）

Ｒ３年度へ繰越・・・ 番号 ため池名称（地区名）
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令和2年度 団体営ため池等整備事業（ため池ハザードマップ・朝光寺道池） 位置図

2 新池（東実）

1 大池（東実）

5 下滝野明治池（下滝野）

3 大池（牧野）

4 北池（北野）

6 和田ヶ池（河高）

12 大福奥ノ池（新定）

7 皿池（河高）

13 大福口ノ池（新定）

朝光寺道池（馬瀬）

8 丹波坂池（平木）

9 二六池（西戸）

凡例

Ｒ２年度実施・・・・・ 番号 ため池名称（地区名）

Ｒ３年度へ繰越・・・ 番号 ため池名称（地区名）

11 大福中ノ池（新定）

13 細谷池（大畑）
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滝野中学校トイレ洋式化改修工事
滝野中学校校舎生徒用トイレのうち、和式 16 台を洋式化する。 

【現 在】（和式 4台＋洋式 3台）×4フロア

【改修後】 洋式 7台×4フロア      

現在の滝野中学校生徒用トイレ

改修後のイメージ
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当先
（単位：千円）

No. 大事業名 事業名
補正前充当額
546,203千円

補正後充当額
630,678千円

① 庁舎管理事業
図書館運営事業

公共施設の感染症拡大防止対策 1,700 1,700

② 情報管理事業
Web会議環境の整備
テレワーク環境の整備

1,000 7,500

③ ひとり親世帯緊急支援給付金給付事業 ひとり親世帯の支援 11,000 11,000

④ 子育て世帯緊急支援給付金給付事業 子育て世帯の支援 53,000 53,000

⑤ 新生児臨時特別給付金給付事業 新生児のいる世帯の支援 19,267 19,267

⑥ 高校生のいる子育て世帯緊急支援給付金
給付事業

高校生のいる世帯の支援 7,000 7,000

⑦ 社会福祉施設感染拡大防止対策支援事業 社会福祉施設の支援 10,000 10,000

⑧ 妊産婦への臨時特別給付金給付事業 妊産婦の支援 12,000 12,000

⑨ 病院事業会計補助及び出資事業 病院事業会計補助 2,420 0

⑩ 感染症予防事業 パンデミック対策 6,000 6,000

⑪ 健康増進事業 まちぐるみ健診コロナ対応 1,000 1,000

⑫ 地域農業活性化推進事業 北播磨広域定住自立圏地場産品購入支援事業 8,794 8,454

中小企業者持続支援事業 79,713

休業要請事業者経営継続支援事業（県・市協調事業） 22,650

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業（時短
要請）（県・市協調事業）

18,900

中小企業信用保証料補助 0

商工会補助（特別相談窓口設置・テイクアウト導入支
援事業）

11,374

ワンチーム商品券事業 452,480

商店街ポイントシール事業 ※市負担分 14,667

観光協会補助（特産品等オンライン販売推進事業） 2,500

観光協会補助（ゴルフ振興券） 3,500

⑯ 災害対策事業 避難所用テント購入 2,970 2,970

⑰
事務局事業
小学校教育振興事務事業
中学校教育振興事務事業

GIGAスクール構想の早期実現とタブレット端末持ち帰
りによるオンライン教育の実施　※単独分

30,000 30,000

鴨川小スクールバス増便 424

熱中症対策スクールバス運行 7,301

日傘・タオル・フェイスガード購入 4,273

学校保健特別対策事業費補助金（学校教育活動再
開・継続のための感染症対策）

21,473

⑳

文化会館管理運営事業
公民館維持管理事業
コミュニティセンター事業
図書館施設維持管理事業

文化会館・図書館　網戸設置 2,000 2,000

体育施設管理事業 社会体育施設（換気設備導入） ※単独分 20,000 11,000

学校給食事務事業
学校臨時休業対策費補助金（学校臨時休業中の給食
業者への支援）

0 406

546,203 630,678合　計 873,980

2,012

40,498

406

⑲ 小学校管理事務事業
中学校管理事務事業

25,746 4,020 25,492

6,000

2,970

34,104

⑱ 事務局事業 7,725 7,720

⑮ 観光振興事務事業 6,000 6,000

7,720

91,024 109,924

⑭ 新型コロナウイルス感染症対策商品券事業 467,147 249,288 298,245

⑬ 商工総務事業 132,637

2,420

7,195

1,752

12,142

11,635

55,454

25,104

8,454

対象事業費

4,226

7,925

7,697

10,731
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