
令和２年度

６月補正予算(案)の概要

令和２年６月４日

②



１　予算規模 （単位：千円）

補正前の額 補正予算額 補正後の額

一般会計 403,052,239 2,338,294 405,390,533

特別会計 240,576,299 240,576,299

企業会計 76,446,218 76,446,218

720,074,756 2,338,294 722,413,050

２　補正額一覧表

一般会計 （単位：千円）

補正前の額 補正予算額 補正後の額

総務費 28,727,647 73,703 28,801,350

民生費 181,045,920 105,074 181,150,994

衛生費 32,597,735 38,535 32,636,270

農林水産業費 4,130,850 12,650 4,143,500

商工費 10,173,708 41,396 10,215,104

土木費 41,239,528 549,016 41,788,544

消防費 11,433,708 54,843 11,488,551

教育費 50,274,182 1,463,077 51,737,259

その他 43,428,961 43,428,961

403,052,239 2,338,294 405,390,533

使用料及び手数料 8,407,236 △ 36,000 8,371,236

国庫支出金 130,175,656 2,027,912 132,203,568

県支出金 18,017,297 75,373 18,092,670

繰越金 1,500,000 34,729 1,534,729

諸収入 7,802,402 61,580 7,863,982

市債 38,618,700 174,700 38,793,400

その他 198,530,948 198,530,948

403,052,239 2,338,294 405,390,533

令和２年度６月補正予算（案）の概要

歳 入 合 計

同
上
財
源

区 分

合 計

区 分

歳 出 合 計
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３　６月補正後予算額の推移（一般会計）

（単位：千円、％）

年   度 補正予算額 ６月補正後予算額
補正後
予算額

対前年度比

平成２９年度 1,245,036 312,845,036

令和２年度 2,338,294 405,390,533

平成３０年度 1,889,217 314,169,099

令和元年度 1,946,812 320,208,782

平成２６年度 1,585,248 277,923,560 4.2

0.4

平成２８年度 2,385,064 284,585,064

平成２７年度 2,264,237 284,865,498 2.5

9.9

△ 0.1

平成２４年度 407,869 279,007,869 0.9

337,006 266,737,006 △ 4.4平成２５年度

平成２３年度 419,098 276,619,098 3.7

26.6

1.9
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４　事業の概要

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予 算の
ポ イ ン ト の
区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

（A）新型コロナウイルス感染症対策

　①地域経済の活性化

☆ Ｇｏ　Ｔｏ　しずおかキャンペーン
事業

（事業内容）

（観光・MICE推進課）

【特定財源】 臨時交付金 100,000

〇 全国大会等開催費助成 （事業内容）

（観光・MICE推進課）

☆ エール静岡消費喚起事業費
助成

（事業内容）

（商業労政課）

【特定財源】 臨時交付金 100,000

（１）　一般会計

内　　容　　等

国の実施する「Ｇｏ　Ｔｏ　キャンペーン」事業に合わせ、本
市への観光客向け誘客キャンペーンを実施
１　宿泊客に対するクーポンの配付
・実施内容　 本市に宿泊する観光客に対し、飲食、土産物
　　　　　　 　  の購入等の際に利用できるクーポンを配付
・クーポン額  2,000円を予定
・対象者数　  ４万人を予定
・実施時期　  令和２年７月下旬以降を予定

２　市内の周遊促進
・実施内容　  観光客が市内観光地を周遊するための
　　　　　　　 　企画乗車券等の料金を割引
・実施時期　 令和２年７月下旬以降を予定

110,000

（0）

商店街団体等が実施する消費喚起イベント等の事業経
費、クーポン等のインセンティブ付与に係る経費に対する
助成
・対象者　　商店街団体、商業者グループ　20団体程度
・対象事業 「新しい生活様式」を取り入れたイベント等
・募集時期 令和２年７月下旬を予定
・補助率　　事業経費等　2/3　上限額　50万円
   　　　　　  インセンティブ付与　10/10　上限額　300万円
 　　　　　　  　 ※インセンティブ付与率は20％以内
 　　　　　　　 　　 ただし、事業主体による上乗せは可
　　　　　　　 イベント等実施時の新しい生活様式への
　　　　　　　 対応経費  2/3  上限額　150万円

100,000

（0）

6,025

（26,975）

本市で開催する大会・会議等の開催事業費に対する助成
を拡充
・交付先　　 市内で開催される大会・会議等の主催者
・補助対象　大会等会期間中の関係者宿泊者数
　　　　　　　　 100人以上　→　50人以上の大会等に緩和

県内、近県規模の大会等を対象に追加
・補助内容
　県内、近県規模　宿泊者数×　 　0円　→　1,000円
　ブロック規模　　 宿泊者数×　500円　→　1,000円
　全国・国際規模　 宿泊者数×1,000円　→　2,000円
・上限額　300万円

※県内、近県規模　静岡県内又は他都道府県から
参加者があるもの

　 ブロック規模　４から24都道府県から参加者があるもの
　 全国規模　　  25都道府県以上から参加者があるもの
　 国際規模　　　３か国以上、海外から20名以上の参加者
　　　　　　　　　　 があるもの

（A)
①
１

（A)
①
２

（A)
①
３
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予 算の
ポ イ ン ト の
区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

内　　容　　等

〇 大規模展示会出展等支援事業
助成

（事業内容）

（産業振興課）

〇 新商品等開発事業助成 （事業内容）

（産業振興課）

☆ 駿河湾フェリー運航事業負担金 （事業内容）

（観光・MICE推進課）

　②児童生徒への支援

☆ 補充学習による学びサポート
事業

（事業内容）

（学校教育課）

【特定財源】 国庫補助金（1/3） 4,771

☆ 学校給食運営事業 （事業内容）

（学校給食課）

6,000

（8,400）

夏季の臨時授業日における児童生徒への安心・安全な
学校給食の提供
・提供日　令和２年７月27日～令和２年７月31日

臨時休校の影響により、学習に不安を感じている児童生徒
に対する正規授業以外の補充的な学習指導を実施
１　小学校
・対象者　 　５・６年生のうち希望児童
・日程等　　 令和２年９月～令和３年１月
                 週１時間程度
・指導教科  算数

２　中学校
・対象者　 　希望生徒
・日程等　　 令和２年９月～令和３年１月

隔週土曜日（終日）※全10回
・指導教科  数学、英語

販路開拓に取り組む製造業者に対して、大規模展示会へ
の出展等に係る経費に対する助成を拡充
・対象者　 　市内中小企業の製造業者等
・補助率　　 1/2以内
・上限額　　 国内展示会　30万円
　　　　　　　  ※出展回数による上限額の減額を廃止
　　　　　　　 　  （令和２年度限り）
・対象経費　小間料等

4,500

（4,300）

製造業者が実施する商品開発事業に対する助成を拡充
・対象者　　　市内中小企業の製造業者等
・対象事業 　新たな技法を用いた商品開発事業
 　　　　　　　  従来にない機能を備えた商品開発事業
　　　　　　　　 商品改良事業を追加
・補助率　　 商品開発事業　1/2以内　上限額　100万円
　　　　　　　   商品改良事業　2/3以内　上限額　30万円
・対象経費　 資材費、委託加工費等

30,737

（269,972）

6,500

（17,300）

駿河湾フェリーの全面運休に伴い、運休期間中の船員の
雇用を維持するための経費等を負担
・交付先　　　　一般社団法人ふじさん駿河湾フェリー
・負担総額　　 22,500千円
・負担予定者　静岡県、静岡市及び伊豆２市３町
・運休期間　　 令和２年４月20日～令和２年６月30日予定

15,867

（5,900）

（A)
①
５

（A)
①
４

（A)
②
２

（A)
②
１
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予 算の
ポ イ ン ト の
区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

内　　容　　等

☆ 学習用情報端末整備事業 （事業内容）

（学校教育課）

【特定財源】 国庫補助金（10/10） 1,411,000

☆ 高等学校通信ネットワーク
整備事業

（事業内容）

（教育総務課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2）
市債

4,200
3,700

　③医療・福祉への支援

☆ 新型コロナウイルス感染症対策
環境整備事業費助成

（事業内容）

（保健衛生医療課）

☆ 介護サービス継続支援事業費
助成

（事業内容）

（介護保険課）

【特定財源】 国庫補助金（2/3） 16,000

☆ ロボット等導入支援事業費助成 （事業内容）

（障害者支援推進課）

【特定財源】 国庫補助金（10/10） 7,200

16,000

（20,000）

感染症指定医療機関である静岡市立静岡病院が実施する
新型コロナウイルス感染症の重症患者等の受入環境整備
事業に対する助成
・交付先　　 静岡市立静岡病院
・補助内容　重症患者等の治療に係る医療機器導入

多項目モニタ２台、超音波診断装置１台
・補助率　　 10/10

高等学校（静岡市立高等学校）における通信ネットワーク
環境の整備
・実施内容　全学級でのインターネット同時接続を可能
　 　　　　　　 とするネットワーク環境整備

24,000

（0）

介護サービス事業所等が介護サービスを継続して提供す
るために必要なかかり増し経費に対する助成
・対象者　　 介護サービス事業所等　66事業所
・補助率　　 10/10
・上限額　　 国が示す基準額
・対象経費　事業所等の消毒・清掃経費、
 　        　    衛生用品購入経費、
 　  　　　　　 事業継続に必要な人件費等

7,200

（0）

障害福祉サービス等事業所が実施するロボット等導入事業
に必要な経費に対する助成
・対象者　　 障害福祉サービス等事業所　６施設
・補助率　　 10/10
・上限額　　 障害者支援施設　１施設当たり150万円
　          　  グループホーム　 １施設当たり60万円
・対象経費　移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り、
　              入浴支援に使用する機器の導入経費

（A）
③
２

（A)
③
３

1,411,000

（0）

小中学校における１人１台端末の実現に向けた学習用
情報端末を整備
・学習用情報端末購入　31,354台
  　　　　　　　　　　　　　（小学校21,451台、中学校9,903台）
※小中学校における配備状況
　 配備予定数　9,139台(現在)＋31,354台＝40,493台
   令和２年度全児童生徒数見込　47,030人
   不足台数については、別途配備を検討

（A)
②
３

8,400

（0）

（A）
③
１

（A)
②
４
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予 算の
ポ イ ン ト の
区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

内　　容　　等

☆ テレワーク等導入支援事業費
助成

（事業内容）

（障害者支援推進課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2） 3,500

〇 生活困窮者住居確保給付金
事業

（事業内容）

（福祉総務課）

【特定財源】 国庫負担金（3/4） 14,250

☆ 個別健康診査事業 （事業内容）

（子ども家庭課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2） 19,573

　④文化・スポーツへの支援

☆ 文化活動緊急支援事業費助成 （事業内容）

（文化振興課）

19,000

（2,577）

安定した住居を確保し、就労自立を図るため、住居確保給
付金の支給対象を拡充
・対象者　　 離職、廃業から２年以内の者
　　　　　　　 就労状況が離職、廃業と同等程度の状況に
　　　　　　　 あるもの（追加）
　　　　　　　 ※年齢要件を廃止
・給付上限　単身世帯　月3.9万円　２人世帯　月4.7万円
・給付期間　原則３か月（最大９か月）

8,000

（0）

文化活動の自粛縮小を余儀なくされている市内文化団体
等の活動を支援するため、ホール等の施設使用料を助成
・対象者　　　住所が市内にある個人又は団体
　　　　　　　　平成29年から令和元年の間に、対象施設の
　　　　　　　　利用実績が１回以上あること
・対象分野　 演劇、舞踊、音楽、民俗芸能、伝統芸能、
　　　　　　　　大衆芸能、メディア芸術、その他静岡市文化
　　　　　　　　の振興に寄与するもの
・対象期間   令和２年６月４日～令和３年３月31日
　　　　　　　   ※ただし、イベント開催制限の緩和状況等に

より変更の可能性あり
・対象経費　 概ね300名以上の収容が可能なホール等の
　　　　　　　　利用に要する施設使用料（備品等を含む）
・補助額　　　1/2
・上限額　　　20万円　　１団体（個人）当たり１回限り

障害福祉サービス等事業所が実施する在宅就労推進事業
に必要な経費に対する助成
１　テレワークシステムの導入等
・対象者　　 就労系障害福祉サービス事業所　２事業所
・補助率　　 10/10
・上限額　　 １事業所当たり250万円
・対象経費　タブレット端末等導入経費、

クラウドサービス等導入経費

２　ソーシャルスキルトレーニングの導入
・対象者　　 発達障害児・者支援事業所　８事業所
・補助率　　 10/10
・上限額　　 １事業所当たり25万円
・対象経費　専用ＶＲ機器、ソフトウェア等導入経費

（A)
③
４

30,000

（0）

令和２年３月から令和２年６月までの期間に、１歳６か月児
健康診査及び３歳児健康診査を見合わせた者に対して、
医療機関での個別健康診査を実施
・対象者数　 １歳６か月児　約1,640人

３歳児　　　　 約1,740人
・受診期間　 令和２年８月以降に実施予定

（A)
④
１

7,000

（0）
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予 算の
ポ イ ン ト の
区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

内　　容　　等

☆ スポーツイベント緊急支援事業費
助成

（事業内容）

（スポーツ振興課）

　その他

☆ 農業収入保険加入費助成 （事業内容）

（農業政策課）

（B）社会基盤整備

橋りょう整備事業 （事業内容）

（道路保全課）

【特定財源】 国庫補助金（5.5/10、1/2）
市債

220,485
142,800

道路新設改良事業 （事業内容）

（道路計画課）

【特定財源】 国庫補助金（5.5/10、1/2、4/10、1/3）
県補助金（3.4/10）
市債

142,690
3,280

126,500

道路舗装整備事業 （事業内容）

（道路保全課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2）
市債

74,000
66,700

148,000

（1,644,780）

7,000

（0）

スポーツ活動の自粛縮小を余儀なくされている市内スポー
ツ団体等の活動を支援するため、スポーツイベントの施設
使用料を助成
・対象者　　 入場料等を徴収する場合などのスポーツ
　　　　　　　　イベントを実施する個人又は団体
・対象期間　令和２年６月４日～令和３年３月31日
　　　　　　　　※ただし、イベント開催制限の緩和状況等に

より変更の可能性あり
・対象経費　入場料等を徴収する場合などの施設使用料
　　　　　　　　（附帯設備を含む）
・補助額　　　1/2

※市が直接施設使用料を歳入する施設については、
　使用料の一部（1/2）を減額（△36,000千円）

新型コロナウイルス感染症等の影響や、凍霜害等の自然災
害による収入減少に農業者が備えるため、全国農業共済
組合連合会が取り扱う収入保険に加入する費用を助成
・対象者　　 認定農業者及び認定志向農業者で

青色申告をしているもの
・対象経費　保険料（積立金・事務費を除く）
・補助率　　 1/2
・上限額　　 ５万円

※すべての農作物を対象に、最大で基準収入の９割を下
回った場合、下回った額の９割を補てんする保険

15,500

（0）

270,709

（6,671,980）

道路新設改良事業の実施
 ・（国）150号久能拡幅（清水区蛇塚～駿河区大谷）
   実施内容：拡幅工事（２車線→４車線）4.2㎞
 ・（主）山脇大谷線（駿河区小鹿～駿河区宮川）
 　実施内容：バイパス整備1.5㎞
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など11路線

道路の舗装修繕事業などの実施
 ・（主）山脇大谷線（葵区長沼二丁目）など５路線

403,700

（2,902,710）

・橋りょうの補修工事などの実施
　（県）大向福士線（茂野島橋）など19か所

（B）
２

（B)
１

（B)
３

（A)
④
２
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予 算の
ポ イ ン ト の
区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

内　　容　　等

公営住宅ストック総合改善事業 （事業内容）

（住宅政策課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2、4.5/10）
市債

30,221
74,200

道路自然災害防除事業 （事業内容）

（道路保全課）

【特定財源】 国庫補助金（5.5/10、1/2）
県補助金（3.4/10）
市債

49,974
△4,800
35,000

☆ 高齢者施設等設備整備事業費
助成

（事業内容）

（高齢者福祉課）

【特定財源】 国庫補助金（2/3） 32,765

市立こども園移管に伴う施設
整備費助成

（事業内容）

（子ども未来課）

【特定財源】 国庫補助金（8/9、2/3）
県補助金（2/3）
市債

△105,120
111,460

1,900

御幸町９番・伝馬町４番地区
市街地再開発事業費助成

（事業内容）

（市街地整備課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2） △3,200

国の補助基準単価の変更に伴う事業費の増額及び財源
更正
・市立こども園の配置適正化方針に基づく施設整備
事業への助成

高齢者施設等が実施する防災、減災対策に係る経費を
助成
１　非常用自家発電設備の整備に対する助成
　・交付先　軽費老人ホーム　　１施設
　・補助額　3/4
　・下限額　１施設当たり500万円

２　給水設備の整備に対する助成
　・交付先　特別養護老人ホーム　　１施設
　・補助額　3/4
　・下限額　１施設当たり500万円

104,619

（337,213）

市営住宅の長寿命化及び良質な居住環境の確保を図る
ため、老朽化した市営住宅の改修等を実施
・東新田高層団地第１・２号棟　　６戸
 　床壁天井の撤去・新設（バリアフリー化）
 　ユニットバス、キッチン、便器等設備の更新
 　間取り変更　３ＤＫ→２ＬＤＫ
・清水能島西団地第２・３号棟
 　屋上防水改修工事
・有東団地第21号棟
 　アスベスト撤去工事

88,948

（625,265）

道路の法面対策事業などの実施
 ・有東木１号線（葵区有東木）など７路線
   工事内容：法面対策工事

△6,400

（127,400）

国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額
・御幸町９番・伝馬町４番地区市街地再開発事業に対する
助成
　事業概要（予定）
　　敷地面積　約1,993㎡　　構造　地下１階地上15階
　　用途　　　　商業、専修学校ほか
　　事業期間　令和元年度～令和５年度

8,726

（357,984）

49,148

（0）

（B)
５

（B)
４
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予 算の
ポ イ ン ト の
区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

内　　容　　等

恩田原・片山土地区画整理
事業費助成

（事業内容）

（新インターチェンジ周辺
整備課）

【特定財源】 国庫補助金（5.5/10)
市債

8,578
6,300

大谷・小鹿地区まちづくり計画
推進事業
（都市計画推進事業）

（事業内容）

（新インターチェンジ周辺
整備課）

【特定財源】 国庫補助金（1/3) △4,666

公園整備事業 （事業内容）

（公園整備課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2）
市債

48,150
43,300

ブロック塀等耐震改修事業費
助成

（事業内容）

（建築指導課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2） 13,540

モデル地区におけるブロック塀等
耐震改修事業費助成

（事業内容）

（建築指導課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2） △ 25,980

△51,960

（70,000）

国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額
・モデル地区におけるブロック塀の耐震改修等費用に
対する助成
　補助額
　　撤去　工事費と基準額を比較して少ない額の2/3
　　　　　　　基準額　20,000円/m、上限額　10万円
　　改善　工事費と基準額を比較して少ない額の2/3
　　　　　　　基準額　38,400円/m、上限額　25万円
　補助件数　　（当初見込み）　　（現時点見込み）
　　撤去　　　　　　　670件　　　→　　     89件
　　改善　　　　　　　　 ４件　　　→ 　　　   １件

27,080

（23,296）

国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額
・ブロック塀の撤去改善経費に対する助成
　補助額
　　撤去　工事費と基準額を比較して少ない額の2/3
　　　　　　　基準額　20,000円/m、上限額　10万円
　　改善　工事費と基準額を比較して少ない額の2/3
　　　　　　　基準額　38,400円/m、上限額　25万円
　補助件数　　（当初見込み）　　（現時点見込み）
　　撤去　　　　　　　260件　　　→　　    563件
　　改善　　　　　　　　 2件　　　→ 　　　    4件

国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額
・宮川・水上地区土地区画整理事業の実施に必要な事業
計画など

96,300

（186,900）

国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額
１　公園施設長寿命化事業
　　・対象施設　谷津山自然公園、足久保ことり公園、

大谷不動山公園
　　・実施内容　複合遊具設置　各１基ずつ

２　富士川緑地整備事業
　　・実施内容　駐車場のアスファルト舗装

15,598

（184,941）

国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額
・恩田原・片山土地区画整理事業に対する助成
　(都）片山宮川線道路築造工事　L=33ｍ

△14,000

（73,311）

-9-



◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予 算の
ポ イ ン ト の
区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

内　　容　　等

木造住宅耐震事業費助成 （事業内容）

（建築指導課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2）
県補助金（4/10）

△15,000
△12,000

河川改修事業 （事業内容）

（河川課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2、1/3）
市債

△2,000
△8,100

街路整備事業 （事業内容）

（道路計画課）

【特定財源】 国庫補助金（5.5/10、1/2）
市債

△107,120
△88,800

国直轄道路事業負担金 （事業内容）

（道路計画課）

【特定財源】 県補助金（3.4/10）
市債

△22,567
△218,500

交通安全施設整備事業 （事業内容）

（道路保全課）

【特定財源】 国庫支補助金（5.5/10、1/2）
市債

△11,799
△9,200

その他

 市税過誤納金払戻金 （事業内容）

（納税課）

☆ 農業災害対策資金利子補給
事業

（事業内容）

（農業政策課）

△205,880

（1,724,627）

１　国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額
・街路整備事業
　（都）日出町高松線など２路線

２　国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額

令和２年４月25日に発生した茶の凍霜害を受けた市内の農
業者に対し、農業協同組合が貸し付ける災害対策資金の
借入を実質無利子とする利子補給制度を新設
・交付先　　　　 　静岡市農業協同組合
　　　　　　 　　　　清水農業協同組合
・利子補給期間　５年以内
・利子補給率　 　1/2　※農業協同組合との協調助成

により実質無利子

△30,000

（208,118）

350

（0）

国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額
・昭和56年５月以前に建築された木造住宅を対象とした、
無料耐震診断、補強計画と補強工事の費用に対する助成

200,000

（527,000）

新型コロナウイルス感染症の影響による法人の業績悪化に
伴う市税の過誤納還付金及び還付加算金の増額
・法人市民税の還付

△23,680

（1,308,589）

１　国庫補助事業の認証及び組替に伴う事業費の増額
・無電柱化事業等
　（主）山脇大谷線（駿河区大谷二丁目）

２　国庫補助事業の認証及び組替に伴う事業費の減額

△242,667

（2,100,000）

国が施工する国道整備事業の本市負担金の減額
・（国）１号
・（国）52号

△11,000

（150,000）

国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額
・豊田中学校校庭流域貯留浸透施設設置　など
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予 算の
ポ イ ン ト の
区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

内　　容　　等

消防団員報酬 （事業内容）

（警防課）

消防団員退職報償金 （事業内容）

（警防課）

【特定財源】 諸収入 64,139

事業見直し

事業見直しによる減額 （事業内容）

【特定財源】 諸収入 △2,559

△376,869

（664,137）

事業の中止や見直しによる事業費の減額
１　事業の中止
　　　17事業　　　　　△255,606千円
　　　静岡まつり、安倍川花火大会、清水みなと祭りなど

２　事業の見直し
　　　15事業　　　　　△121,263千円
　　　東京2020オリンピック・パラリンピック事前合宿等誘致
　　　事業、SDGs国際会議準備経費など

64,139

（53,752）

退職する消防団員への報償金の支給に伴う事業費の増額

△9,296

（109,028）

消防団退職者の増加に伴う消防団員に対する年額報酬の
支給額の減額
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