
１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

災害復旧費国庫負担金 24,571

□ 2,480

□公共土木施設災害復旧事業費 10,000

□公立学校施設災害復旧事業費 12,091

衛生費国庫補助金 16,512

□ 16,512

民生費県負担金 195,585

□災害救助費県負担金 195,585

財政調整基金繰入金 131,720

□財政調整基金繰入金 131,720

財源調整のため

福祉基金繰入金 12,050

□福祉基金繰入金 12,050

災害見舞給付金へ充当のため

民生債 28,200

□災害援護資金貸付事業債 28,200

災害復旧債 280,600

□現年発生単独災害復旧事業債 274,600

30,500

36,400

3,200

110,000

災害応急対策事業に係る市債 90,000

4,500

□現年発生補助災害復旧事業債 6,000

6,000

34,883,783 34,883,783

62,070,846 689,238 62,760,084

#REF!

現年発生単独災害復旧事業（林業施設）に係る市
債

現年発生単独災害復旧事業（公共土木施設）に係
る市債

現年発生単独災害復旧事業（普通財産）に係る市
債

災害等廃棄物処理事業費

災害廃棄物処理事業に係る国庫補助金

現年発生単独災害復旧事業（治山施設）に係る市
債

災害援護資金貸付事業に係る市債

補正されなかった款

19 繰入金 3,138,972 143,770 3,282,742

歳入合計

現年発生単独災害復旧事業（農業施設等）に係る
市債

現年発生補助災害復旧事業（公立学校施設）係る
市債

22 市債 4,347,200 308,800 4,656,000

16 県支出金 4,010,538 195,585 4,206,123

現年発生補助災害復旧事業（漁港漁場施設）に係
る国庫負担金

災害対策費、災害対策費（職員給）及び被災住宅
応急修理事業に係る県負担金

現年発生補助災害復旧事業（公共土木施設）に係
る国庫負担金

現年発生補助災害復旧事業（公立学校施設）に係
る国庫負担金

水産業施設災害復旧事業費

令和２年度一般会計補正予算（第７号）の概要

款 補正予算の内容

15 国庫支出金 15,690,353 41,083 15,731,436
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２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

災害救助費 226,825

□災害見舞給付金 12,050

□ 28,200

□被災住宅応急修理事業 186,575

環境対策費 10,300

□ 10,300

塵芥処理費 33,025

□災害廃棄物処理事業 33,025

災害対策費 51,543

□ 37,160

警戒体制及び避難所開設に係る時間外勤務手当

□災害対策費 14,383

民家等に係る災害応急対策費（土砂等取除き委託料等）

農業施設災害復旧費 62,000

□ 62,000

林業施設災害復旧費 61,000

□ 56,000

□ 5,000

水産業施設災害復旧費 4,970

□ 1,250

□ 3,720

公共土木施設災害復旧費 215,000

□ 110,000

道路及び河川に係る災害復旧費（測量設計等委託料）

□災害応急対策事業 90,000

漁港漁場施設に係る災害応急対策費（土砂等取除き
委託料等）

現年発生補助災害復旧事業（漁港漁場施設）

横浦漁港に係る災害復旧費（廃棄物処理委託料）

道路及び河川等に係る災害応急対策費（土砂等取除
き委託料）

「令和２年７月豪雨」により生じた災害廃棄物の処理等に係る事
業費

被災家屋等防疫対策事業

「令和２年７月豪雨」に伴う災害対策費

10 災害復旧費 42,347 367,545 409,892 「令和２年７月豪雨」により被災した施設等の災害復旧費

浸水した家屋等の防疫に係る事業費

現年発生単独災害復旧事業（林業施設）

現年発生単独災害復旧事業（農業施設等）

現年発生単独災害復旧事業（治山施設）

現年発生単独災害復旧事業（漁港漁場施設）

現年発生単独災害復旧事業（公共土木施設）

農道等に係る災害復旧費（測量設計等委託料、土砂
等取除き委託料）

林道に係る災害復旧費（測量設計等委託料、土砂等
取除き委託料）

治山施設に係る災害復旧費（測量設計等委託料）

災害対策費（職員給）

被災者に対する災害見舞金

災害援護資金貸付事業

被災者に対する災害援護資金貸付金

被災した住宅に係る応急修理負担金

「令和２年７月豪雨」により被災した被災者に対する支援費

款 補正予算の内容

3 民生費 25,295,716 226,825 25,522,541

8 消防費 2,060,111 51,543 2,111,654

災害廃棄物の処理に係る事業費

4 衛生費 6,206,245 43,325 6,249,570
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補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

□ 15,000

富津港に係る災害復旧費（廃棄物処理委託料）

文教施設災害復旧費 20,075

□ 1,187

□ 18,137

□ 751

その他公共施設災害復旧費 4,500

□ 4,500

28,466,427 28,466,427

62,070,846 689,238 62,760,084

牛深東小学校及び牛深東中学校に係る災害復旧費
（測量設計等委託料、土砂等取除き委託料、災害復
旧工事）

牛深東小学校に係る災害復旧費（土砂等取除き委託
料、災害復旧工事）

現年発生補助災害復旧事業（公共土木施設）

普通財産等に係る災害応急対策費（土砂等取除き委
託料、災害復旧工事）

補正されなかった款

歳出合計

現年発生単独災害復旧事業（公立学校施設）

現年発生補助災害復旧事業（公立学校施設）

現年発生単独災害復旧事業（普通財産）

現年発生単独災害復旧事業（社会教育施設）

魚貫町池田いきいきふれあい館及び茂串総合学習
施設白浜いきいき館に係る災害復旧費（災害復旧工
事）
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■災害関連補正予算の概要

○民生費 （単位：千円）

事業名称 補正額 補正内容

災害見舞給付金 12,050

○災害見舞金の支給
　・全壊　　　　100千円×　 5世帯
　・床上浸水　  50千円×180世帯
　・床下浸水　  10千円×255世帯

災害援護資金貸付事業 28,200

○災害援護資金の貸付け
　・家財被害　1,500千円×12世帯
　・住宅半壊　1,700千円× 6世帯
　【財源】市債

被災住宅応急修理事業 186,575

○被災した住宅を応急修理するための費用を負担
　・住宅半壊、大規模半壊　595千円×185世帯
　・住宅準半壊　　　　　　　　300千円×255世帯
　【財源】県10/10

　※被災世帯数は調査中であり、確定していないため、見込値により予算計上

○衛生費 （単位：千円）

事業名称 補正額 補正内容

被災家屋等防疫対策事業 10,300
○浸水した住宅等の防疫を行う
　・消毒業務委託　　　　 　　　　10,000千円
　・消石灰及び消毒薬の購入　　　300千円

災害廃棄物処理事業 33,025

○被災した住宅等から排出された災害廃棄物の処
理を行う
　・廃棄物の運搬・処理に係る経費　　　27,000千円
　・廃棄物仮置場の管理等に係る経費　 6,025千円
　【財源】国1/2

○消防費 （単位：千円）

事業名称 補正額 補正内容

災害対策費（職員給） 37,160
○梅雨前線豪雨に伴う時間外勤務手当
　・7/3～7/13、延べ1,324人分
　【財源】県：災害救助費に応じた額

災害対策費 14,383

○民家等の土砂取除き　　　　　36件　9,460千円

○災害対策資機材の購入　　　　　　　 4,923千円
　【財源】県10/10
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○災害復旧費 （単位：千円）

工事請負費
測量設計等

委託料
土砂取除き
委託料等

合　計

農　地

農業施設

計 0 27,000 35,000 62,000

林　道 38,000 18,000 56,000

治　山 5,000 5,000

計 43,000 18,000 61,000

漁港漁場施設 4,970 4,970

計 4,970 4,970

道　路

河　川

港　湾 15,000 15,000

計 110,000 105,000 215,000

公立学校施設 17,244 352 1,728 19,324

社会教育施設 307 444 751

計 17,551 352 2,172 20,075

普通財産 2,000 2,500 4,500

計 2,000 2,500 4,500

19,551 180,352 167,642 367,545

【財源内訳】

24,571

0

0

280,600

62,374

　　　　計 367,545

○一般財源

文
教

そ
の
他

合　計

○国庫負担金

○県補助金

○分担金

水
産
業

公
共
土
木

110,000 90,000 200,000

○市債

農
業

27,000 35,000 62,000

林
業
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