
１　一般会計補正予算

現計予算額 145,828,774 千円

補　 正 　額 ▲ 7,667,011 千円

【補正額の財源内訳】

国県支出金　403,358千円　　市債　▲337,900千円　　その他　▲7,823,787千円　　一般財源　91,318千円

補正後の額 138,161,763 千円 （対前年度2月補正後 35,476,065千円増、34.5％増）

２　一般会計補正予算の主な内容

●国３次補正に呼応して取り組む新型コロナウイルス感染症対応地 創 臨時交付 事業等
53事業

●事業費の増額補正の主なもの
ふるさと納税に係る基金積立金の増額

●事業費の減額補正の主なもの
制度融資資金（新型コロナ対策含む）の確定による減

鳥取市中小企業者経営持続化給付金（新型コロナ対策）確定による減

可燃物処理場建設負担金確定による減

中学校増改築事業費の年度内事業費確定による減

雇用維持・創出支援事業費補助金確定による減

その他事業費確定による減

※詳細については、別紙「令和２年度２月補正予算（案）所属別事業一覧」のとおり

国の補正予算に呼応する等により繰越する事業　86事業　5,954,963千円

３　特別会計補正予算及び主な内容

(1)

　土地区画整理事業費の確定等に伴う一般会計繰出金の増

(2)

　市場事業費の確定に伴う増

(3)

  一般被保険者高額療養費の確定等による増

（繰越明許費）　国の補正に呼応することで繰越する事業　2事業　8,682千円

1,940,206千円

432,719千円

▲8,078,229千円

▲286,737千円

▲244,133千円

▲165,476千円

▲132,794千円

4,410千円

18,529,265千円

84,883千円

18,745,725千円

（繰越明許費）

216,460千円

(2)

令和３年２月１５日

令和２年度２月補正予算（案）の概要

(3)

現計予算額

※国３次補正呼応事業の詳細については、「令和２年度２月補正予算（案）事業別概要（一般会計・特
別会計）（国３次補正分））」のとおり

(1)

土地区画整理費

41,694千円

国民健康保険費

補正後の額

89,293千円

42,511千円

補正予算額

817千円公設地方卸売市場事業費

1 【裏面に続く】



(4) 5,924千円

　住宅整備資金貸付事業費の確定に伴う減

(5)

　貸付金元利収入等の確定に伴う一般会計繰出金の増

(6)

　墓地永代使用料等の確定に伴う減

(7)

　保険給付費等の確定に伴う減

(8)

　財産区管理事業費等の確定に伴う増

(9)

　温泉事業基金積立金等の確定に伴う減

(10)

　感染症拡大影響による施設維持管理費の追加等による増

(11)

　財源更正

(12)

　広域連合納付金等の確定に伴う増

(13)

　電気事業費の確定に伴う減

(14)

　母子父子寡婦福祉資金貸付事業費の確定に伴う増

４　企業会計補正予算及び主な内容

(1)

　水道事業建設費等の確定に伴う減

(2) 工業用水道事業

　工業用水道事業費の確定に伴う減

(3)

　下水道等事業建設費等の確定に伴う減

(4)

　医業費用等の確定に伴う減

▲688,343千円

住宅新築資金等貸付事業費

▲6,015千円

20,556,041千円

▲5,323千円

35,924千円

介護保険費

2,147,439千円

28,381千円 ▲100千円

墓苑事業費

38,438千円 8,869千円

81,810千円

温泉事業費 52,476千円

▲333,246千円

601千円

1,807千円 14,259千円

29,421千円

19,867,698千円

12,452千円

28,281千円

48,218千円

2,150,675千円

47,307千円

33,413千円14,805千円母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

水道事業 8,835,418千円 ▲129,312千円 8,706,106千円

財産区管理事業費

57,424千円

46,825千円

29,909千円

後期高齢者医療費

補正予算額

17,424,737千円 17,091,491千円

▲1,134千円 6,676千円7,810千円

観光施設運営事業費

補正後の額現計予算額

3,236千円

電気事業費

86,845千円

病院事業 10,122,042千円 ▲86,096千円 10,035,946千円

下水道等事業

介護老人保健施設事業費

▲5,651千円

現計予算額 補正予算額 補正後の額

高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費

81,810千円
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 ⿃取市デジタルトランスフォーメーションの推進
•災害対策本部室や市 交流棟などオンライン会議環境の充実など
•航空写真の最新デジタルデータを活⽤した全域図の作成とGISシス
テムでの公開、AIなど道路維持管理へのデジタル化技術の導 

9,492万円
7,945万円

②雇⽤確保に向けたデジタル化の⽀援
•採⽤活動のデジタル化を進める市内中⼩企業者を⽀援
•⾼校⽣の地元企業での職場体験とオンライン学習プラグラムの実施

1,550万円
160万円

③東京⼀極集中の是正
•ワーケーションモデルプランの作成とオフィス移転や新設への⽀援
•移住定住専⽤のウェブサイトによる情報発信を強化し定住・交流・
関係⼈⼝を拡⼤

4,729万円

888万円

２ 地域経済の活性化

１ 感染防⽌、感染拡⼤防⽌

１５か⽉予算対応 新型コロナ対応地⽅創⽣パッケージ
緊急対策 (2⽉22⽇提案)

15か⽉予算 約176.7億円
※うち2⽉補正予算■■■■ 約19.4億円

第３次地 創 臨時交付 など国の15か⽉予算に速やかに呼応し、1 臨時補正
予算に続き、感染拡 防 と社会経済活動の両 、アフターコロナを 据えたデジタル
化や地⽅創⽣の推進など、切れ のない、本市独⾃の取り組みを実 します。

※１ ４は、2⽉補正予算の主な事業

これまでの取り組み（国1次補正・2次補正呼応分など総事業費約450億円）
予算区分 4 臨時補正

(4/24提案、可決)
5 臨時補正

(5/14提案、可決)
６⽉先議補正

(6/8提案、6/10可決)
7 臨時補正

(7/15提案、可決)
9⽉補正

(9/1提案、9/24可決)
12⽉補正

(12/4提案、12/22可決)
事業数 9 14 43 52 39 13
事業費 35.0億円 197.1億円 108.4億円 39.0億円 69.2億円 1.1億円

概要

中 企業者に低 利の融資制度
を活 いただくための 融機関への
預託 や利 補助 を増額、保
育施設・放課後児童クラブなどへの
衛⽣⽤品の追加配備など

相談体制の強化、特別定額給付 
( 律10万円)の⽀給、学校への衛
⽣⽤品の追加配備、事業に影響が
出ている中⼩企業者・飲⾷店・タク
シー事業者への⽀援など

保健所・医療機関の体制強化、福祉事業所
などの感染防⽌⽀援、災害への備え、中⼩企
業・製造業・施⼯業者への⽀援、将来を 据
えた地⽅創⽣(⼦ども⾷堂、ミュージアム⽀援、
観光V字回復、GIGAスクール等) など

市 病院の体制強化、県外学 へのふるさと宅配
便、定額給付 対象外の新 児に給付 (10万
円)を⽀給、就労継続 援事業所や路線バス事業
者への⽀援、学校へのサーマルカメラ設置、学⽣と
農業現場のマッチング、企業や農林 産業への 
援、全市ひかり回線化など

増加するＰＣＲ検査への対応、介護・障がい福
祉サービスの事業継続⽀援、リフォーム⽀援の増
額、防災ラジオの増台、スマート⾃治体の推進
(電⼦⼊札、学校体育館鍵管理システム等)、
⽂化芸術活動への⽀援、GIGAスクール推進の
ための環境整備など

ワクチン接種に向けた体制整備、⽣活
困窮等⽀援の増額、コロナ過に対応し
た業務継続計画の策定、ワーケーション
の推進、ひとり親世帯臨時給付 の再
⽀給(12/16追加)など

R3.2

①医療提供体制の充実
•市 病院や佐治診療所の感染防 対策や医療提供体制の充実 3,538万円

②感染防⽌、感染拡⼤防⽌の徹底
•県外 学などを受験する受験 や付き添いの が帰省した際に 
主的に受けるPCR検査費⽤を⽀援
•不特定多数の利 が 込まれる公園のトイレ 洗いの 動 洗化
•社会教育事業などイベントの感染防⽌対策

6,303万円

1,044万円
237万円

①地域経済を⽀える
•市内中 企業者が事業を再構築するための計画策定やその実 
を⽀援
•商店街の持続的発展を 的とした中 期ビジョンの策定と実 、商
店街の活性化につながる事業を企画・実施し利 ・定着を促進

1億1,370万円

5,120万円

②観光需要の喚起
•  取市観光コンベンション協会のウェブサイトリニューアルや電 旅 
雑誌の制作
•優れた⾃然を⽣かしたアドベンチャーツーリズムのメニュー開発

1,850万円

400万円
③⽂化芸術の振興
•本市ゆかりの芸術家を活⽤した事業への⽀援や⽂化芸術活動のラ
イブ配信

307万円

３ 新たな⽇常への対応

1 臨時補正予算を含め

約191.1億円
（10事業、1億8,334万円）

（13事業、2億3,586万円）

（19事業、3億5,427万円）

４ 防災・減災前倒し分
・市道整備、江 学園整備、私 保育園等整備補助など（11事業、11億6,674万円）

【参考】その他１５か⽉予算における新型コロナウイルス感染症対策
１ 臨時補正予算（約14.4億円）
・新型コロナウイルスワクチン接種対策、路線バス事業者への⽀援、衛⽣⽤品の継続配
備、地元産品の販売促進など

令和３年度当初予算（約157.3億円）
・ＰＣＲ検査の実施など感染症対策の推進、市 病院の減収に備えるため短期貸付、
制度融資、各種 融対策利 補助、情報システムツールの活⽤など


