
1.補正予算案議会上程予定日

2.予算規模 単位：千円

当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

22,860,000 24,663,568 267,206 24,930,774

100.00% 107.89% 1.17% 109.06%

6,289,534 6,296,910 1,733 6,298,643

100.00% 100.12% 0.02% 100.14%

9,304,461 9,329,713 0 9,329,713

100.00% 100.27% 0.00% 100.27%

38,453,995 40,290,191 268,939 40,559,130

100.00% 104.78% 0.69% 105.47%

※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額を表示しています。

3.会計別 単位：千円

会　計　区　分 補正号数 当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

一般会計 第12号 22,860,000 24,663,568 267,206 24,930,774
国民健康保険診療所特別会計 第3号 132,800 136,323 1,733 138,056

総　　　　　計 268,939

4.概要

5.補正予算の主な内容

 (1) 一般会計

　①歳入歳出予算補正

ア．歳入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

国庫支出金 264,206

115,209 健康課

41,205 企画政策課

107,792 健康課

繰入金 3,000

3,000 財政課

歳入合計 267,206

　令和３年度　愛知県新城市の補正予算案の概要（No.1２）　　

令和3年12月17日

会　　計　　区　　分

　今回の補正予算案は、新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目）及び新型コロナウイルス
感染症に関する緊急対策に伴う経費を措置するために編成した。
　予算補正を行う会計は、２会計である。
・一般会計
・国民健康保険診療所特別会計

主な歳入内容

国庫負担金

新型コロナウイルスワクチン接種対
策費負担金

国庫補助金

新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金

新型コロナウイルスワクチン接種体
制確保事業費補助金

基金繰入金

新型コロナウイルス感染症対策基金
繰入金

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

企　　　業　　　会　　　計

総　　　　　　　計
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 イ 歳出 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（衛生費）

人件費（保健総務費） 15,578 秘書人事課

◎
①

新型コロナウイルスワ
クチン接種事業

207,423 健康課

（農林水産業費）

◎
②

水稲作付農家支援事業 41,205 農業課

（商工費）

◎
新型コロナウイルス感
染症対策資金融資支援
事業

3,000 商工政策課

歳出合計 267,206

② 繰越明許費補正

追加内容 単位：千円

款 金額

４ 衛生費 23,529

４ 衛生費 290,164

７ 商工費 3,000

(2)国民健康保険診療所特別会計

① 歳入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

繰入金 1,733 繰入金

1,733 作手診療所

歳入合計 1,733

② 歳出 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（総務費）

人件費（職員分） 1,733 秘書人事課

歳出合計 1,733

③ 繰越明許費補正

追加内容 単位：千円

款 金額

１ 総務費 2,349

◎：新型コロナウイルス感染症緊急対策関連事業

主な事業内容

新型コロナウイルスワクチン接種に伴う手当の増

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回
目）経費

水稲作付農家支援臨時給付金

セーフティネット保証の指定期間延長に伴う信用
保証料補助金の増

項 事業名

１ 保健衛生費
人件費（新型コロナウイルスワクチ
ン接種分）

１ 保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業

１ 商工費
新型コロナウイルス感染症対策資金
融資支援事業

主な歳入内容

一般会計繰入金

主な事業内容

新型コロナウイルスワクチン接種に伴う手当の増

項 事業名

１ 管理費
人件費（新型コロナウイルスワクチ
ン接種分）
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①

新型コロナウイルスワクチン接種を継続して行います

新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種について、感染拡大防止及び重

症化予防の観点から、初回接種（１・２回目接種）が完了していない方への接種機

会の提供を継続するとともに、初回接種完了者に対して追加接種（3回目接種）を行

います。

予防接種法に基づき、迅速かつ適切に実施するために必要な経費を追加計上しま

す。

１ 対 象 初回接種（１・2回目接種）：12歳以上でまだ2回の接種が完

了していない方

追加接種（3回目接種）：初回接種を完了した18歳以上の方

＊追加接種の接種間隔は、2回目接種完了から原則8か月以上

２ 接種期間 令和4年9月 30日まで

３ 予算の概要

新型コロナウイルスワクチン接種を行うための体制確保及び接種対策費用

①ワクチン接種を実施するための人件費（会計年度任用職員）

②ワクチンの接種券・予診票等を印刷・発送するための費用

③ワクチン接種を行うための委託料

・ワクチン接種の予約や相談に対応するためのコールセンター運営及

び予約管理業務の委託

・ワクチン接種会場の会場設営や接種業務の委託

・医療機関へのワクチン配送業務の委託 等

４ 財 源 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金

１０３，８２４千円

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金

１０３，５９９千円

問合先 健康福祉部健康課 参事 武川（電話０５３６－２３－１１１１）

継 続

全額国庫負担

４款 － １項 － ５目 （予防費）

新型コロナウイルスワクチン接種事業
予算額

２０７，４２３千円
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②

水稲作付農家を支援します

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、令和３年産米の価格下落の影響

を受けた個人農業者及び法人等に対し、所得支援と米の生産継続を図ることを目的

に、水稲作付農家支援臨時給付金を交付します。

1 交付対象者：１,７２９人

令和３年産水稲生産実施計画書兼営農計画書を新城市地域農業再生協議会へ提出

している水稲作付農家。

２ 交付額

交付対象となる土地の面積１０アール当たり５，０００円。（１，０００円未満の

額が生じたときは、これを切り捨て。）

３ 交付対象面積

令和３年産水稲生産実施計画書兼営農計画書に記載された水稲作付面積のうち、主

食用米の作付面積。

４ 支給時期

令和４年１月末日までの申請とし、２月末日までに交付。

５ 予算概要

水稲作付農家支援臨時給付金 ４０，７０３千円

事務費 ５０2千円（会計年度任用職員報酬、費用弁償、消耗品費、通信運搬

費）

６ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ４１，２０５千円

問合先 産業振興部農業課 課長 安藤（電話０５３６－２３－７６３２）

新 規

全額国庫負担

６款 － １項 － ３目（農業振興費）

水稲作付農家支援事業
予算額

４１，２０５千円
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