
　一般会計　 8,139,251 千円

〇 …新型コロナウイルス感染症対応事業

【　議　会　費  （補正額 △ 2,029 千円）　】

1 減額事業（給与費） △ 2,029 千円

【　総　務　費  （補正額 3,905,259 千円）　】

2 財政調整基金積立金 4,090,000 千円

3 湘南台文化センター整備費　【繰越明許費設定】 16,500 千円

4 平和基金積立金 6,808 千円

5 過年度市税等還付金及び還付加算金 83,783 千円

6 災害復興基金積立金 3,162 千円

〇 7 防災設備等整備事業費　【繰越明許費設定】 2,300 千円

8 減額事業（車輌管理費ほか２事業） △ 297,294 千円

【　環境保全費  （補正額 △ 34,985 千円）　】

9 みどり基金積立金 4,710 千円

10 交通安全対策基金積立金 3,515 千円

11 減額事業（緑地保全事業費ほか３事業） △ 43,210 千円

【　民　生　費  （補正額 △ 659,258 千円）　】

12 保険基盤安定繰出金 44,292 千円

寄付金が当初見込みを上回ることから増額するもの

寄付金が当初見込みを上回ることから増額するもの

前年度の決算剰余金（繰越金）の一部及び新型コロナウイルス感染症の影響により減額し
た事業費の一部について財政調整基金への積み立てを行うもの

令和２年度  ２月補正　事業の概要

国民健康保険事業費特別会計（保険基盤安定分）への繰出金を増額するもの

湘南台文化センターのプラネタリウム用プロジェクター更新に伴う委託料を増額するもの

寄付金が当初見込みを上回ることから増額するもの

法人市民税の還付金等の返還金が当初見込みを上回ることから増額するもの

寄付金が当初見込みを上回ることから増額するもの

避難所開設の初動対応に必要な資機材等の整備に要する経費を増額するもの
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13 運営費繰出金 926 千円

14 愛の輪福祉基金積立金 5,000 千円

15 介護保険事業費特別会計繰出金 154,474 千円

16 定率負担金 53,106 千円

17 運営費繰出金 1,631 千円

18 介護給付費等事業費 234,628 千円

19 いきいきシニアセンター施設整備費　【繰越明許費設定】 29,876 千円

20 地域子どもの家等整備事業費 101,763 千円

藤沢市土地開発公社が先行取得している事業用地の買戻しに要する経費を増額するもの

〇 21 放課後児童健全育成事業費 24,783 千円

〇 22 生活保護扶助費 128,970 千円

23 減額事業（保険基盤安定繰出金ほか１４事業） △ 1,438,707 千円

【　衛　生　費  （補正額 2,544,348 千円）　】

24 給与費 10,630 千円

〇 25 保健医療センター運営管理費 7,277 千円

〇 26 新型コロナウイルスワクチン接種費　【繰越明許費設定】 2,081,244 千円

〇 27 保健所運営管理費　【繰越明許費設定】 6,512 千円

〇 28 430,149 千円

寄付金が当初見込みを上回ることから増額するもの

感染症対策事業費　【繰越明許費設定】

新型コロナウイルス感染症の集団検査数の増加等に伴う委託料の増額及び新型コロナウ
イルスワクチン接種に係る体制整備に要する経費を増額するもの

介護保険事業費特別会計への繰出金を増額するもの

後期高齢者医療制度における定率負担金が増額調整されたことに伴い増額するもの

緊急事態宣言の影響などから生活保護の申請が増加したことに伴い扶助費を増額するも
の

藤沢市保健医療財団が公益目的事業として行う調剤薬局運営事業について新型コロナウ
イルスの影響下における救急医療提供体制を維持するため運営補助金を増額するもの

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に要する経費を増額するもの

新型コロナウイルス感染症対策として、保健所及び南保健センターにおける情報ネットワー
クの無線化に伴う委託料を増額するもの

障がい福祉サービスの利用が当初見込みを上回ることなどにより増額するもの

老人福祉センターこぶし荘のパーゴラの更新に伴う工事請負費を増額するもの

緊急事態宣言期間における放課後児童クラブへの通所自粛要請に伴う利用料返還分に
要する事業者への負担金を増額するもの

国民健康保険事業費特別会計（運営費分）への繰出金を増額するもの

後期高齢者医療事業費特別会計（職員給与費分）への繰出金を増額するもの
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〇 29 廃棄物等戸別収集事業費 67,412 千円

30 最終処分場整備費　【繰越明許費設定】 22,957 千円

〇 31 運営費等負担金 21,678 千円

32 減額事業（乳幼児健診等事業費ほか５事業） △ 103,511 千円

【　労　働　費  （補正額 2,894 千円）　】

33 給与費 2,894 千円

【 農林水産業費  （補正額 △ 19,774 千円）　】

34 減額事業（漁港機能保全対策事業費ほか１事業） △ 19,774 千円

【　商　工　費　  （補正額 △ 34,991 千円）　】

35 減額事業（観光施設整備費ほか１事業） △ 34,991 千円

【　土　木　費　  （補正額 681,861 千円）　】

36 道路改修舗装費　【繰越明許費設定】 26,490 千円

37 道路施設改修事業費　【繰越明許費設定】 8,079 千円

38 健康の森保全再生整備事業費　【繰越明許費設定】 269,537 千円

39 善行長後線街路新設事業費　【繰越明許費設定】 639,050 千円

40 鵠沼奥田線街路新設事業費　【繰越明許費設定】 157,410 千円

41 公園改修費　【繰越明許費設定】 32,125 千円

42 近隣・街区公園新設事業費　【繰越明許費設定】 334,730 千円

43 減額事業（建築物等防災対策事業費ほか２１事業） △ 785,560 千円

【　消　防　費  （補正額 △ 32,604 千円）　】

44 減額事業（消防自動車等整備費ほか２事業） △ 32,604 千円

令和３年度実施を予定していた国庫補助事業について、令和２年度に前倒して採択され
たことから、未整備区間（約１４０ｍ）における工事請負費及び公有財産購入費等を増額す
るもの

国庫支出金の追加交付に伴い藤沢村岡線舗装打換等に要する工事請負費を増額するも
の

令和３年度実施を予定していた国庫補助事業（片瀬山公園トイレ改修工事）について、令
和２年度に前倒して採択されたことから、工事請負費等を増額するもの

資源売却単価の大幅な下落により事業運営費が不足する藤沢市資源循環協同組合への
補助金を増額するもの

女坂最終処分場内の集水塔屋外階段取替に伴う工事請負費等を増額するもの

市民病院事業会計への運営費等負担金を増額するもの

国庫支出金の追加交付に伴い道路照明灯点検に要する委託料を増額するもの。また、六
会日大前駅他２駅のエスカレーター改修工事に要する工事請負費を増額するもの

令和３年度実施を予定していた国庫補助事業（（仮称）遠藤笹窪谷公園整備工事等）につ
いて、令和２年度に前倒して採択されたことから、工事請負費等を増額するもの

藤沢市土地開発公社が先行取得した事業用地の買戻し及び道路予備設計委託に要する
経費を増額するもの

藤沢市土地開発公社が先行取得した公園用地の買戻し及び上藤が谷公園整備工事に要
する経費を増額するもの
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【　教　育　費  （補正額 1,837,979 千円）　】

45 教育応援基金積立金 19,351 千円

〇 46 教育情報機器関係費　【繰越明許費設定】 61,900 千円

〇 47 教育課程推進事業費 9,459 千円

〇 48 学校管理運営費（小学校費）　【繰越明許費設定】 69,650 千円

49 学校施設環境整備事業費（小学校費）　【繰越明許費設定】 801,125 千円

〇 50 学校管理運営費（中学校費）　【繰越明許費設定】 39,150 千円

51 学校施設環境整備事業費（中学校費）　【繰越明許費設定】 651,929 千円

〇 52 学校管理運営費（特別支援学校費）　【繰越明許費設定】 1,850 千円

53 給食室改修工事費　【繰越明許費設定】 18,125 千円

54 総合市民図書館整備事業費　【繰越明許費設定】 15,104 千円

55 文化振興基金積立金 3,834 千円

56 スポーツ振興基金積立金 4,669 千円

57 オリンピック開催準備関係費　【繰越明許費設定】 241,757 千円

58 スポーツ施設整備費　【繰越明許費設定】 108,236 千円

59 減額事業（鵠南小学校改築事業費ほか３事業） △ 208,160 千円

【　公　債　費  （補正額 △ 49,449 千円）　】

60 減額事業（市債利子） △ 49,449 千円

スポーツ施設（秋葉台公園屋外流水プール、八部公園屋外プールサイド等）の修繕・更新
に要する経費を増額するもの

寄付金が当初見込みを上回ることから増額するもの

シティドレッシング（都市装飾）、事前キャンプ受入れ及び東京２０２０ライブサイトの事業実
施に要する経費を増額するもの

令和３年度実施を予定していた国庫補助事業について、令和２年度に前倒して採択される
見込みであることから、工事請負費等を増額するもの

国の第３次補正予算及び地方創生臨時交付金を活用して、特別支援学校における感染
症対策に必要な物品等の購入に要する経費を増額するもの

寄付金が当初見込みを上回ることから増額するもの

中学校の修学旅行中止及び日程変更により生じた旅行代金取消に要する経費を増額す
るもの

国の第３次補正予算において、給食施設の空調設備更新工事が国庫補助対象となり、令
和２年度に前倒して採択される見込みであることから、工事請負費等を増額するもの

老朽化により不具合が生じている防火シャッター及び防火戸の自動閉鎖装置等の改修に
係る工事請負費を増額するもの

国の第３次補正予算及び地方創生臨時交付金を活用して、授業で使用するＩＣＴ周辺機
器等の購入に要する経費を増額するもの

寄付金が当初見込みを上回ることから増額するもの

国の第３次補正予算及び地方創生臨時交付金を活用して、小学校における感染症対策
に必要な物品等の購入に要する経費を増額するもの

令和３年度実施を予定していた国庫補助事業について、令和２年度に前倒して採択される
見込みであることから、工事請負費等を増額するもの

国の第３次補正予算及び地方創生臨時交付金を活用して、中学校における感染症対策
に必要な物品等の購入に要する経費を増額するもの
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