
 （単位：千円・％）

 予 算 額 A 構成比 (A-B)/B  予 算 額 B 構成比

◎令和２年度　１月臨時市議会補正予算　会計別総括表

会       計       名 現計予算額 補 正 額
 補　　　　正　　　　後 令和元年度最終予算額

一　　般  　会  　計 69,359,403 137,851 69,497,254 67.2 25.7 55,298,660 61.5

特
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

国民健康保険事業 11,821,025 0 11,821,025 11.4

介護保険事業 9,018,053 0 9,018,053

△ 2.5 12,129,858 13.5

財産区 149,975 0 149,975 0.2 56.1 96,056 0.1

学校給食センター 665,795 0 665,795 0.7 4.7 636,175 0.7

8.7 2.9 8,761,105 9.7

後期高齢者医療 1,516,049 0 1,516,049 1.5 6.3 1,426,010 1.6

水道事業 4,161,186 0 4,161,186 4.0 △ 8.5 4,549,841 5.0

下水道事業 6,545,077 0 6,545,077 6.3 △ 7.5 7,072,989 7.9

特別会計 合計 33,877,160 0 33,877,160 32.8 △ 2.3 34,672,034 38.5

89,970,694 100.0総　　　　　計 103,236,563 137,851 103,374,414 100.0 14.9



◎令和２年度　１月臨時市議会補正予算　一般会計款別総括表

 （単位：千円・％）

 予  算  額 構成比
対前年
最終比

 予  算  額  構成比

 1.市税 23,892,974 0 23,892,974 34.4 0.2 23,834,504 43.1

 2.地方譲与税 315,000 0 315,000 0.4 0.6 313,000 0.6

 3.利子割交付金 59,000 0 59,000 0.1 145.8 24,000 0.0

 4.配当割交付金 110,000 0 110,000 0.2 20.9 91,000 0.2

 5.株式等譲渡所得割交付金 104,000 0 104,000 0.1 42.5 73,000 0.1

 6.法人事業税交付金 255,000 0 255,000 0.4 皆増 - -

 7.地方消費税交付金 3,091,000 0 3,091,000 4.4 22.9 2,515,000 4.6

 8.環境性能割交付金 62,000 0 62,000 0.1 158.3 24,000 0.0

 9.地方特例交付金 175,000 0 175,000 0.2 △ 36.9 277,119 0.5

10.地方交付税 1,253,000 0 1,253,000 1.8 19.2 1,051,450 1.9

11.交通安全対策特別交付金 16,405 0 16,405 0.0 △ 11.7 18,577 0.0

12.分担金及び負担金 389,587 0 389,587 0.6 △ 24.4 515,474 0.9

13.使用料及び手数料 1,066,407 0 1,066,407 1.5 △ 7.9 1,157,762 2.1

14.国庫支出金 24,174,397 137,851 24,312,248 35.0 134.6 10,364,362 18.8

15.県支出金 4,104,253 0 4,104,253 5.9 0.0 4,103,632 7.4

16.財産収入 272,469 0 272,469 0.4 100.0 136,232 0.3

17.寄附金 405,770 0 405,770 0.6 10.1 368,600 0.7

18.繰入金 3,333,491 0 3,333,491 4.8 15.4 2,889,089 5.2

19.繰越金 457,937 0 457,937 0.7 △ 0.6 460,872 0.8

20.諸収入 1,191,713 0 1,191,713 1.7 34.6 885,587 1.6

21.市債 4,630,000 0 4,630,000 6.7 △ 24.4 6,125,298 11.1

 - 自動車取得税交付金 - - - - 皆減 70,102 0.1

   歳　　入　　合　　計         69,359,403 137,851 69,497,254 100.0 25.7 55,298,660 100.0

 1.議会費 312,081 0 312,081 0.5 1.5 307,400 0.6

 2.総務費 19,412,324 0 19,412,324 27.9 118.3 8,893,461 16.1

 3.民生費 24,043,881 0 24,043,881 34.6 8.6 22,131,354 40.0

 4.衛生費 3,120,855 137,851 3,258,706 4.7 7.0 3,046,864 5.5

 5.労働費 102,350 0 102,350 0.2 8.0 94,733 0.2

 6.農林水産業費 718,645 0 718,645 1.0 △ 7.9 780,701 1.4

 7.商工費 1,255,918 0 1,255,918 1.8 329.7 292,254 0.5

 8.土木費 5,706,162 0 5,706,162 8.2 △ 16.1 6,804,998 12.3

 9.消防費 1,468,102 0 1,468,102 2.1 1.6 1,445,328 2.6

10.教育費 7,668,545 0 7,668,545 11.1 21.4 6,317,530 11.4

11.公債費 4,887,540 0 4,887,540 7.0 1.7 4,804,692 8.7

12.諸支出金 433,000 0 433,000 0.6 25.9 344,000 0.6

13.予備費 230,000 0 230,000 0.3 666.7 30,000 0.1

 - 災害復旧費 - - - - 皆減 5,345 0.0

   歳　　出　　合　　計           69,359,403 137,851 69,497,254 100.0 25.7 55,298,660 100.0

補　　　　正　　　　後 令和元年度最終予算額

 （単位：千円・％）

科　　　　　　目 現計予算額 今回補正額



◎令和２年度 １月臨時市議会補正予算概要 

 

一般会計                                          （単位：千円） 

事  務  事  業  名 金   額 説                       明 

保健衛生推進費 137,851 

新型コロナウイルスワクチン接種事業費 

                 137,851 

 

・新型コロナウイルス感染症のワクチン接種

を実施するための準備経費およびワクチン

接種の実施に係る所要額を計上 

（資料１のとおり） 

 

 



●基金残高の推移　直近１０年間（H２３～Ｒ２）　令和２年度１月臨時市議会補正後

上段：年度末基金残高（単位：百万円）　　下段：対前年伸び率

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2見込

4,360 4,621 4,847 5,051 4,871 4,598 5,038 4,875 5,107 4,118

5.0% 6.0% 4.9% 4.2% -3.6% -5.6% 9.6% -3.2% 4.8% -19.4%

2,101 2,107 3,112 3,118 2,922 2,925 2,527 2,378 2,380 1,933

0.3% 0.3% 47.7% 0.2% -6.3% 0.1% -13.6% -5.9% 0.1% -18.8%

7,401 7,710 7,697 8,131 8,146 6,790 6,976 6,681 5,727 4,559

16.1% 4.2% -0.2% 5.6% 0.2% -16.6% 2.7% -4.2% -14.3% -20.4%

13,862 14,438 15,656 16,300 15,939 14,313 14,541 13,934 13,214 10,610

9.8% 4.2% 8.4% 4.1% -2.2% -10.2% 1.6% -4.2% -5.2% -19.7%

※Ｒ２基金残高見込みは、令和２年度１月臨時市議会補正予算までの基金積立金、基金繰入金（取り崩し）予算額を反映しています。

　

●一般会計・市債残高の推移　直近１０年間（H２３～Ｒ２）　令和２年度１月臨時市議会補正後

上段：年度末市債残高（単位：百万円）　　下段：対前年伸び率

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2見込

12,507 13,913 15,349 16,454 16,927 16,859 16,885 16,234 15,628 14,950

4.2% 11.2% 10.3% 7.2% 2.9% -0.4% 0.2% -3.9% -3.7% -4.3%

2,792 2,338 1,879 1,467 1,243 1,014 782 584 432 310

-13.4% -16.3% -19.6% -21.9% -15.3% -18.4% -22.9% -25.3% -26.0% -28.2%

22,339 21,753 20,629 19,532 20,358 22,138 28,091 28,260 28,499 31,816

-0.7% -2.6% -5.2% -5.3% 4.2% 8.7% 26.9% 0.6% 0.8% 11.6%

37,638 38,004 37,857 37,453 38,528 40,011 45,758 45,078 44,559 47,076

-0.3% 1.0% -0.4% -1.1% 2.9% 3.8% 14.4% -1.5% -1.2% 5.6%
※Ｒ２市債残高見込みは、令和２年度１月臨時市議会補正予算までの市債償還額および新規借入予算額を反映しています。
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7,401 7,710 7,697 8,131 8,146
6,790 6,976 6,681 5,727

4,559

2,101 2,107 3,112 3,118 2,922
2,925 2,527 2,378

2,380

1,933

4,360 4,621
4,847 5,051 4,871

4,598 5,038 4,875
5,107

4,118

13,862
14,438

15,656 16,300 15,939
14,313 14,541

13,934 13,214

10,610

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2見込

財政調整基金 減債基金

特定目的基金 基金残高 合計

22,339 21,753 20,629 19,532 20,358 22,138
28,091 28,260 28,499

31,816

2,792 2,338 1,879 1,467 1,243
1,014

782 584 432
31012,507 13,913 15,349 16,454 16,927

16,859

16,885 16,234 15,628
14,950

37,638 38,004 37,857 37,453 38,528
40,011

45,758
45,078 44,559

47,076

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2見込

臨時財政対策債 減税補てん債等 建設事業債等 市債残高 合計



接種優先順位 区分 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
令和３年度令和２年度

新型コロナウイルスワクチン接種事業費について
1.事業概要
国では、新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン（以下「ワクチン」という。）について、令和３年前半までに
全国民に提供できる数量の確保を目指しており、国民への円滑な接種を実施するため、都道府県、市町村にお
いて必要な体制の確保を図ることとされており、また、厚生労働省が新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事
業実施要領等を示し、国の予備費を活用した体制確保の準備を市町村等に求めているところです。

2.本事業における市町村の主な役割
・接種実施体制の検討・調整 ・ワクチン接種の実施
・住民への接種案内、個別通知（接種券・予診票） ・相談体制の確保 等

3.接種対象者

接種順位の基本的な考え方（国の考え方を準用）
重症化リスクの大きさ等を踏まえ、以下の優先接種順位で、ワクチンの供給量等を鑑みて順次接種を行います。
1 医療従事者等（コロナ陽性者、発熱などの疑い者を含む人と頻繁に接する者）
2 高齢者（６５歳以上の者）
3 基礎疾患のある者・高齢者施設等の従事者（２０歳以上の者）
4 それ以外の者 ※赤字…１月臨時補正予算に計上

75歳以上の人
（約15,0００人）

コロナ陽性者及び疑い者
と接する機会のある人
（約4,000人）

65歳以上75歳未満の人
（約15,000人）

4月中旬～2回目

予
約
開
始

３
月
上
旬

ク
ー
ポ
ン
到
着

3月下旬～1回目

予
約
開
始

３
月
中
旬

ク
ー
ポ
ン
到
着

4月上旬～1回目

4月下旬～2回目

※スケジュール・接種体制・６５歳未満への対応等については調整中

医療従事者等
（対象者の調査、
接種場所は県が調整)

高齢者
(65歳以上)

５．スケジュール

４．予算額

つきましては、ワクチン接種を円滑に行うことを目的とし、必要な体制を整備し、ワクチン接種を実施します。

資料１

●歳出：137,851千円
・ワクチン接種委託費用（医療従事者等） ： 8,000回（ 4,000人×2回）×2,277円＝18,216千円
・ワクチン接種委託費用（高齢者） ： 5,000回（ 5,000人×1回）×2,277円＝11,385千円
・ワクチン接種業務委託等事務費 他 ： 108,250千円（コールセンターの設置、クーポン券の発送 等）
●歳入：137,851千円
・全額国庫支出金にて対応

調整中
ワクチンの供給状況
等を見極め順次実
施予定

●繰越：125,000千円
・ワクチン接種費全額（29,601千円）および事務費の一部（95,309千円）

（１ および ２の一部）

２月下旬～1回目

３月中旬～２回目
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								令和２年度 レイワ ネンド						令和３年度 レイワ ネンド

						接種優先順位 セッシュ ユウセン ジュンイ		区分 クブン		２月		３月 ガツ		４月		５月 ガツ		６月 ガツ














予算

				コロナウイルス感染症対策費 カンセンショウタイサクヒ

				◆R2年度接種費 ネンドセッシュヒ										◆R3年度接種費 ネンドセッシュヒ

				【歳入】 サイニュウ										【歳入】 サイニュウ

				項目 コウモク		金額（千円） キンガクセンエン		上限基準額 ジョウゲンキジュンガク						項目 コウモク		金額（千円） キンガクセンエン		上限基準額 ジョウゲンキジュンガク

				ワクチン接種費用補助 セッシュヒヨウホジョ		29,601		2,277円×13,000回＝29,601,000円 エンカイエン						ワクチン接種費用補助 セッシュヒヨウホジョ		588,950		2,277円×258,652回＝588,950千円 エンカイセンエン

				【歳出】 サイシュツ										【歳出】 サイシュツ

				項目 コウモク		金額（千円） キンガクセンエン		積算内訳 セキサンウチワケ						項目 コウモク		金額（千円） キンガクセンエン		積算内訳 セキサンウチワケ

				委託料 イタクリョウ		29,601		個別ワクチン接種委託費用 コベツセッシュイタクヒヨウ		11,385,000				消耗品費 ショウモウヒンヒ		5,143		集団接種必要物品 シュウダンセッシュヒツヨウブッピン		5,143,000

								（高齢者5,000人×1回＝5,000回） コウレイシャニン						委託料 イタクリョウ		560,779		会場設営業務 カイジョウセツエイギョウム		21,139,000

								個別ワクチン接種委託費用（医療従事者） コベツセッシュイタクヒヨウイリョウジュウジシャ		18,216,000								集団接種会場派遣事務　302回×6人 シュウダンセッシュカイジョウハケンジムカイニン		13,640,736

								（医療従事者4,000人×2回＝8,000回） イリョウジュウジシャニンカイカイ										集団接種会場派遣駐車場警備　302回×3人 シュウダンセッシュカイジョウハケンチュウシャジョウケイビカイニン		6,820,368

				合計 ゴウケイ		29,601				29,601,000								集団接種廃棄物処理 シュウダンセッシュハイキブツショリ		1,993,200

																		個別ワクチン接種委託費用 コベツセッシュイタクヒヨウ		453,856,194

																		個別ワクチン接種委託費用（65歳以上3月1回目接種者） コベツセッシュイタクヒヨウサイイジョウガツカイメセッシュシャ		11,385,000

																		集団接種看護師 シュウダンセッシュカンゴシ		25,368,000

																		集団接種医師 シュウダンセッシュイシ		26,576,000

														使用料及び賃借料 シヨウリョウオヨチンシャクリョウ		23,028		会場使用料 カイジョウシヨウリョウ		23,027,500

														合計 ゴウケイ		588,950

				◆R2年度事務費 ネンドジムヒ										◆R3年度事務費 ネンドジムヒ

				【歳入】 サイニュウ										【歳入】 サイニュウ

				項目 コウモク		金額（千円） キンガクセンエン		上限基準額 ジョウゲンキジュンガク						項目 コウモク		金額（千円） キンガクセンエン		上限基準額 ジョウゲンキジュンガク

				ワクチン接種費用補助 セッシュヒヨウホジョ		137,851		国費：10/10 コクヒ						国第3次補正予算対応経費 クニダイジホセイヨサンタイオウケイヒ		41,152		基準額134,061千円ー前年度繰越事務費92,909千円＝41,152千円 キジュンガクセンエンゼンネンドクリコシジムヒセンエンセンエン

				R2年度必要経費 ネンドヒツヨウケイヒ				　　　15,341千円 センエン						合計 ゴウケイ		41,152

				国第3次補正予算対応経費 クニダイジホセイヨサンタイオウケイヒ				　　134,061千円（翌年度繰越） センエンヨクネンドクリコシ

				合計 ゴウケイ		137,851

														【歳出】 サイシュツ

				【歳出】 サイシュツ										項目 コウモク		金額（千円） キンガクセンエン		積算内訳 セキサンウチワケ

				項目 コウモク		金額（千円） キンガクセンエン		積算内訳 セキサンウチワケ						旅費 リョヒ		25		会議・研修等参加交通費 カイギケンシュウトウサンカコウツウヒ		25,000

				印刷製本費 インサツセイホンヒ		255		啓発チラシ ケイハツ		255,000				消耗品費 ショウモウヒンヒ		248		消耗品 ショウモウヒン		248,000

				通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		2,884		65歳以上クーポン郵送費 サイイジョウユウソウヒ		2,883,262				印刷製本費 インサツセイホンヒ		255		啓発チラシ ケイハツ		255,000

				委託料 イタクリョウ		134,382		●個別ワクチン接種委託費用（高齢者） コベツセッシュイタクヒヨウコウレイシャ		2,750,000				通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		10,227		65歳未満クーポン郵送費 サイミマンユウソウヒ		9,884,382

								（5,000人×1回＝5,000回×2,277円＝11,385千円） ニンエンセンエン		889,700								転入・再発行クーポン郵送費 テンニュウサイハッコウユウソウヒ		282,000

								●個別ワクチン接種委託費用（医療従事者） コベツセッシュイタクヒヨウイリョウジュウジシャ		2,400,000								医療機関連絡 イリョウキカンレンラク		60,400

								（4,000人×2回＝8,000回×2,277円＝18,216千円） ニンカイカイエンセンエン		5,831,950				委託料 イタクリョウ		29,174		市外接種支払い代行費用 シガイセッシュシハラダイコウヒヨウ		8,149,500

								●その他　ワクチン接種業務委託 等　104,781千円 タセッシュギョウムイタクトウセンエン		92,909,000								派遣事務4人（4~9月） ハケンジムニンガツ		9,452,520

										11,385,000								派遣看護師3人（4~9月） ハケンカンゴシニンガツ		11,299,500

																		医師会医師派遣調整事務費 イシカイイシハケンチョウセイジムヒ		271,800

										18,216,000				使用料・賃借料 シヨウリョウチンシャクリョウ		58		コピー機使用料 キシヨウリョウ		58,000

														工事請負費 コウジウケオイヒ		1,155		デイープフリーザー等設置7台 トウセッチダイ		1,155,000

				工事請負費 コウジウケオイヒ		330		ディープフリーザー等設置 トウセッチ		330,000				負担金補助及び交付金 フタンキンホジョオヨコウフキン		10		研修参加費負担金 ケンシュウサンカヒフタンキン		10,000

				合計 ゴウケイ		137,851								合計 ゴウケイ		41,152





〇細事業調書

		細事業調書【健康増進課　健康増進係】 ケンコウゾウシンカケンコウゾウシンカカリ																		203保健衛生推進費　008感染症対策費 ホケンエイセイスイシンヒカンセンショウタイサクヒ

						①令和２年度　接種費 レイワネンドセッシュヒ																																										②令和２年度　事務費 レイワネンドジムヒ																																										③令和３年度　接種費 レイワネンドセッシュヒ																																										④令和３年度　事務費 レイワネンドジムヒ

						事業費 ジギョウヒ		財源内訳 ザイゲンウチワケ																																								事業費 ジギョウヒ		財源内訳 ザイゲンウチワケ																																								事業費 ジギョウヒ		財源内訳 ザイゲンウチワケ																																								事業費 ジギョウヒ		財源内訳 ザイゲンウチワケ

								国 クニ										県 ケン						地方債 チホウサイ				その他 タ										一般財源 イッパンザイゲン												国 クニ										県 ケン						地方債 チホウサイ				その他 タ										一般財源 イッパンザイゲン												国 クニ										県 ケン						地方債 チホウサイ				その他 タ										一般財源 イッパンザイゲン												国 クニ										県 ケン						地方債 チホウサイ				その他 タ										一般財源 イッパンザイゲン

						29,601		29,601										0						0				0										0										108,250		108,250										0						0				0										0										588,950		588,950										0						0				0										0										41,151		41,151										0						0				0										0

				【歳入】 サイニュウ

						29,601		ワクチン接種費用 セッシュヒヨウ												2,070		円× エン		1.1		×		13,000				＝		29,601,000												円 エン		15,341		R2年度必要経費　基準額：15,341千円 ネンドヒツヨウケイヒキジュンガクセンエン																																								588,950		ワクチン接種費用基準額 セッシュヒヨウキジュンガク												2,070		円× エン		1.1		×		258,652				＝		588,950,604												円 エン		41,151		国第3次補正予算成立後　基準額：134,061千円-前年度事務費92,909千円＝41,152千円　 クニダイジホセイヨサンセイリツゴキジュンガクセンエンゼンネンドジムヒセンエンセンエン

																																																92,909		国第3次補正予算成立後　基準額：134,061千円　R3年度繰越 クニダイジホセイヨサンセイリツゴキジュンガクセンエンネンドクリコシ

				【歳出】 サイシュツ

				科　　目 カメ		金　　額 キンガク		左の説明（積算の基礎） ヒダリセツメイセキサンキソ																																								金　　額 キンガク		左の説明（積算の基礎） ヒダリセツメイセキサンキソ																																								金　　額 キンガク		左の説明（積算の基礎） ヒダリセツメイセキサンキソ																																								金　　額 キンガク		左の説明（積算の基礎） ヒダリセツメイセキサンキソ

				01　報酬 ホウシュウ		0																																										0																																										0																																										0

				02　報酬 ホウシュウ		0																																										0																																										0																																										0

				09　旅費 リョヒヒ		0																																										0																																										0																																										25

				01 旅費 リョヒ		0																																										0																																										0																																										25		予防接種関連会議交通費（大津市） ヨボウセッシュカンレンカイギコウツウヒオオツシ

																																																																																																																																								＠		500						円 エン		×		5		回 カイ		×		2		人 ニン		＝		5,000								円 エン

																																																																																																																																						予防接種関連研修交通費（大阪市） ヨボウセッシュカンレンケンシュウコウツウヒオオサカシ

																																																																																																																																								＠		5,000						円 エン		×		2		回 カイ		×		2		人 ニン		＝		20,000								円 エン

				11　需要費 ジュヨウヒ																																												255																																										5,143																																										503

				　01消耗品費 ショウモウヒンヒ																																																																																						5,143		集団接種用物品 シュウダンセッシュヨウブッピン																																								248		コピー用紙代 ヨウシダイ

																																																																																														＠		1,700,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		1,700,000								円 エン												＠		0.45						円 エン		×		100,000						枚 マイ		＝		45,000								円 エン

																																																																																												集団接種用物品（スクリーン、扇風機、台車、机、いす等） シュウダンセッシュヨウブッピンセンプウキダイシャツクエトウ																																										消耗品等一式 ショウモウヒンナドイッシキ

																																																																																														＠		2,000,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		2,000,000								円 エン												＠		203,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		203,000								円 エン

																																																																																												集団接種用物品（溶解用シリンジ・針）１バイアル１本 シュウダンセッシュヨウブッピンヨウカイヨウハリホン

																																																																																														＠		800,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		800,000								円 エン

																																																																																												集団接種用物品（救急物品） シュウダンセッシュヨウブッピンキュウキュウブッピン

				　04印刷製本費 インサツセイホンヒ																																																																																										＠		200,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		200,000								円 エン

																																																255		啓発チラシ ケイハツ																																										消耗品等一式 ショウモウヒンナドイッシキ																																								255		啓発チラシ ケイハツ

																																																				＠		255,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		255,000								円 エン												＠		443,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		443,000								円 エン												＠		255,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		255,000								円 エン

				12　役務費 エキムヒ		0																																										2,884																																										0																																										10,227

				　01通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		0																																										2,884		新型コロナウイルスワクチン接種券郵便代（65歳以上） シンガタセッシュケンユウビンダイサイイジョウ																																								0																																										10,227		新型コロナウイルスワクチン接種券郵便代（64歳以下） シンガタセッシュケンユウビンダイサイイカ

																																																				＠		94						円 エン		×		30,673						通 ツウ		＝		2,883,262								円 エン																																																						＠		94						円 エン		×		105,153						通 ツウ		＝		9,884,382								円 エン

																																																																																																																																						新型コロナウイルスワクチン接種券郵便代（転入者・再発行） シンガタセッシュケンユウビンダイテンニュウシャサイハッコウ

																																																																																																																																								＠		94						円 エン		×		500		人/月 ニンツキ		×		6		月 ツキ		＝		282,000						円 エン

																																																																																																																																						予防接種事業郵便代（定形外500g） ヨボウセッシュジギョウユウビンダイテイケイガイ

																																																																																																																																								＠		510						円 エン		×		100						通 ツウ		＝		51,000								円 エン

																																																																																																																																						予防接種事業郵便代（定形50g） ヨボウセッシュジギョウユウビンダイテイケイ

																																																																																																																																								＠		94						円 エン		×		100						通 ツウ		＝		9,400								円 エン

				13　委託料 イタクリョウ		29,601																																										104,781																																										560,779																																										29,173

				　02委託料 イタクリョウ		29,601		ワクチン接種費用（高齢者医療機関委託分　3月22日～31日） セッシュヒヨウコウレイシャイリョウキカンイタクブンガツニチニチ																																								104,781		ワクチン接種業務　98,740,950円 セッシュギョウムエン																																								560,779		会場設営業務（物品込） カイジョウセツエイギョウムブッピンコ																																								29,173		市外接種支払い代行費用（学生・施設入院・単身赴任者国保連支払い分　人口の10％） シガイセッシュシハラダイコウヒヨウガクセイシセツニュウインタンシンフニンシャコクホレンシハラブンジンコウ

										＠		2,070				円× エン		1.1				×		5,000		×		1		回 カイ		＝		11,385,000												円 エン						（クーポン印刷封入封緘、予約システム、コールセンター、データ入力）																																										＠		105,695						円 エン		×		200		回 カイ								=		21,139,000												円 エン						＠		300				円 エン		×								27,165				人 ニン		=		8,149,560												円 エン

																																																				印刷物作成費用 インサツブツサクセイヒヨウ																																								集団接種会場整理等人材派遣（4時間/回） シュウダンセッシュカイジョウセイリトウジンザイハケンジカンカイ

								ワクチン接種費用（医療従事者　人口3%×２回） セッシュヒヨウイリョウジュウジシャジンコウカイ																																												＠		8,549,200						円 エン		×		1								式 シキ		＝		8,549,200												円 エン						＠		7,528						円 エン		×		302		回 カイ		×		6		人 ニン		＝		13,640,736												円 エン				R3年度　派遣事務職員（4月～9月　月20日×6月＝120日） ネンドハケンジムショクインガツガツツキニチツキニチ

												人口3%＝ ジンコウ				135,826						×		3%		＝		4,074.78		≒		4,000		人 ニン																		印刷物作成費用以外 インサツブツサクセイヒヨウイガイ																																								集団接種会場駐車場整備整備会社委託人材派遣（4時間/回） シュウダンセッシュカイジョウチュウシャジョウセイビセイビガイシャイタクジンザイハケンジカンカイ																																												＠		2,541				円 エン		×		7.75		時間× ジカン		120		日× ニチ		4		人 ニン		=		9,451,404												円 エン

										＠		2,070				円× エン		1.1				×		4,000		×		2		回 カイ		＝		18,216,000												円 エン						＠		90,191,750						円 エン		×		1								式 シキ		＝		90,191,750												円 エン						＠		7,528						円 エン		×		302		回 カイ		×		3		人 ニン		＝		6,820,368												円 エン				R3年度　派遣看護師職員（4月～9月　月20日×6月＝120日） ネンドハケンカンゴシショクインガツガツツキニチツキニチ

																																																		健康かるてシステム改修費 ケンコウカイシュウヒ																																										集団接種廃棄物処理 シュウダンセッシュハイキブツショリ																																												＠		4,050				円 エン		×		7.75		時間× ジカン		120		日× ニチ		3		人 ニン		=		11,299,500												円 エン

																																																				＠		2,750,000						円 エン		×		1								式 シキ		＝		2,750,000												円 エン						＠		6,600						円 エン		×								302		箱 ハコ		=		1,993,200												円 エン

																																																		R2年度　派遣事務職員（2月・3月　平日41日×２人） ネンドハケンジムショクインガツガツヘイジツニチニン																																																																																				医師派遣事務費 イシハケンジムヒ

																																																				＠		1,400				円 エン		×		7.75				時間× ジカン		82		日 ニチ				=		889,700												円 エン				ワクチン接種費用（医療機関委託分=接種人口-地域接種-3月高齢者-2月医療従事者） セッシュヒヨウイリョウキカンイタクブンセッシュジンコウチイキセッシュガツコウレイシャガツイリョウジュウジシャ																																												＠		300				円 エン		×		302		回 カイ		×		3				人 ニン		=		271,800												円 エン

																																																		市外接種支払い代行費用（医療従事者） シガイセッシュシハラダイコウヒヨウイリョウジュウジシャ																																												＠		2,070				円× エン		1.1				×		99,661		×		2		回 カイ		＝		453,856,194												円 エン

																																																				＠		300				円 エン		×		4,000		×		2		回 カイ						=		2,400,000												円 エン				ワクチン接種費用（3月１回目接種高齢者） セッシュヒヨウガツカイメセッシュコウレイシャ

																																																																																														＠		2,070				円× エン		1.1				×		5,000		×		1		回 カイ		＝		11,385,000												円 エン

																																																																																												集団接種看護師人材派遣（4時間/回）　　 シュウダンセッシュカンゴシジンザイハケンジカンカイ																						（時間給） ジカンキュウ

																																																																																														（接種介助、予診介助、薬液重点、救急対応） セッシュカイジョヨシンカイジョヤクエキジュウテンキュウキュウタイオウ

																																																																																														＠		12,000						円 エン		×		302		回 カイ		×		7		人 ニン		＝		25,368,000								円 エン

																																																																																												集団接種医師出動　 シュウダンセッシュイシシュツドウ

																																																																																																27,500						円 エン		×		302		回 カイ		×		2		人 ニン		＝		16,610,000								円 エン

																																																																																																		　2.5時間/回 ジカンカイ																		(住民接種に従事) ジュウミンセッシュジュウジ

																																																																																																33,000						円 エン		×		302		回 カイ		×		1		人 ニン		＝		9,966,000								円 エン

																																																																																																		3時間/回【健康観察のため】 ジカンカイケンコウカンサツ																		(住民接種に従事) ジュウミンセッシュジュウジ

				14　使用料及び賃借料 シヨウリョウオヨチンシャクリョウ		0																																										0																																										23,028																																										58

				　01使用料及び賃借料 シヨウリョウオヨチンシャクリョウ																																												0																																										23,028		会場使用料（草津総合病院看護学校・市内体育館を想定　4月～9月） カイジョウシヨウリョウクサツソウゴウビョウインカンゴガッコウシナイタイイクカンソウテイガツガツ																																								58		定期予防接種事業コピー機使用料（白黒） テイキヨボウセッシュジギョウキシヨウリョウシロクロ

																																																																																														＠		152,500						円 エン		×		302		回÷ カイ		2		会場 カイジョウ		＝		23,027,500								円 エン												＠		0.58						円 エン		×		100,000						枚 マイ		＝		58,000								円 エン

				15　工事請負費 コウジウケオイヒ																																												330																																										0																																										1,155

				　01工事請負費（資産） コウジウケオイヒニュウヒシサン																																												330		デイープフリーザー等設置に伴う電気設備改修費用 トウセッチトモナデンキセツビカイシュウヒヨウ																																								0																																										1,155		デイープフリーザー等設置に伴う電気設備改修費用 トウセッチトモナデンキセツビカイシュウヒヨウ

																																																				＠		165,000						円 エン		×		2						台 ダイ		＝		330,000								円 エン																																																						＠		165,000						円 エン		×		7						台 ダイ		＝		1,155,000								円 エン

				19　負担金補助及び交付金 フタンキンホジョオヨコウフキン																																												0																																										0																																										10

				　02補助金 ホジョキン																																												0																																										0																																										10		研修参加負担金 ケンシュウサンカフタンキン

																																																																																																																																								＠		5,000						円 エン		×		2						回 カイ		＝		10,000								円 エン

				合　　　計 ゴウケイ		29,601																																										108,250																																										588,950																																										41,151





会場使用料

		●ワイミット		土日祝 ドニチシュク

				9時~17時 ジジ		17時~21時30分 ジジフン

		メインアリーナ		27,400		20,000		47,400

								0

		控室１ ヒカエシツ		2,200		1,600		3,800

		控室２ ヒカエシツ		2,200		1,600		3,800

		冷暖房使用料 レイダンボウシヨウリョウ		28,000		31,500		59,500

				28,000				28,000

		電気 デンキ		5,000		5000		10,000

		合計 ゴウケイ		92,800		59,700		152,500





×細事業調書

		細事業調書【健康増進課　健康増進係】 ケンコウゾウシンカケンコウゾウシンカカリ																		203保健衛生推進費　008感染症対策費 ホケンエイセイスイシンヒカンセンショウタイサクヒ

						①令和２年度　接種費 レイワネンドセッシュヒ																																										②令和２年度　事務費 レイワネンドジムヒ																																										③令和３年度　接種費 レイワネンドセッシュヒ																																										④令和３年度　事務費 レイワネンドジムヒ

						事業費 ジギョウヒ		財源内訳 ザイゲンウチワケ																																								事業費 ジギョウヒ		財源内訳 ザイゲンウチワケ																																								事業費 ジギョウヒ		財源内訳 ザイゲンウチワケ																																								事業費 ジギョウヒ		財源内訳 ザイゲンウチワケ

								国 クニ										県 ケン						地方債 チホウサイ				その他 タ										一般財源 イッパンザイゲン												国 クニ										県 ケン						地方債 チホウサイ				その他 タ										一般財源 イッパンザイゲン												国 クニ										県 ケン						地方債 チホウサイ				その他 タ										一般財源 イッパンザイゲン												国 クニ										県 ケン						地方債 チホウサイ				その他 タ										一般財源 イッパンザイゲン

						29,942		29,941										0						0				0										0										107,965		107,965										0						0				0										0										533,431		533,431																														0										29,392		29,392																														0

				【歳入】 サイニュウ

						29,941		ワクチン接種費用 セッシュヒヨウ												2,070		円× エン		1.1		×		13,150				＝		29,941,548												円 エン		15,341		R2年度必要経費　基準額：15,341千円 ネンドヒツヨウケイヒキジュンガクセンエン																																								588,610		ワクチン接種費用基準額 セッシュヒヨウキジュンガク												2,070		円× エン		1.1		×		258,502				＝		588,610,056												円 エン		29,392		国第3次補正予算成立後　基準額：134,061千円-前年度事務費92,624千円＝42,437千円　 クニダイジホセイヨサンセイリツゴキジュンガクセンエンゼンネンドジムヒセンエンセンエン

																																																92,624		国第3次補正予算成立後　基準額：134,061千円　R3年度繰越 クニダイジホセイヨサンセイリツゴキジュンガクセンエンネンドクリコシ

				【歳出】 サイシュツ

				科　　目 カメ		金　　額 キンガク		左の説明（積算の基礎） ヒダリセツメイセキサンキソ																																								金　　額 キンガク		左の説明（積算の基礎） ヒダリセツメイセキサンキソ																																								金　　額 キンガク		左の説明（積算の基礎） ヒダリセツメイセキサンキソ																																								金　　額 キンガク		左の説明（積算の基礎） ヒダリセツメイセキサンキソ

				01　報酬 ホウシュウ		0																																										0																																										42,176		（人）集団接種看護師報酬　　 ニンシュウダンセッシュカンゴシホウシュウ																						（時間給） ジカンキュウ																		0

				02　報酬 ホウシュウ		0																																										0																																										42,176				＠		7,379						円 エン		×		302		回 カイ		×		3		人 ニン		＝		6,685,374								円 エン						0

																																																																																																		（2－50）：医療職・1年目、4時間/回 イリョウショクネンメジカンカイ																		(接種介助等) セッシュカイジョトウ

																																																																																														＠		7,379						円 エン		×		302		回 カイ		×		3		人 ニン		＝		6,685,374								円 エン

																																																																																																		（2－50）：医療職・1年目、4時間/回 イリョウショクネンメ																		(予診介助、準備、後始末) ヨシンカイジョジュンビアトシマツ

																																																																																														＠		7,379						円 エン		×		302		回 カイ		×		1		人 ニン		＝		2,228,458								円 エン

																																																																																																		（2－50）：医療職・1年目、4時間/回 イリョウショクネンメ																		(救急対応) キュウキュウタイオウ

																																																																																												（人）集団接種医師報酬　【学校、地域】　 ニンシュウダンセッシュイシホウシュウガッコウチイキ																						（時間給） ジカンキュウ

																																																																																														＠		27,500						円 エン		×		302		回 カイ		×		2		人 ニン		＝		16,610,000								円 エン

																																																																																																		　2.5時間/回 ジカンカイ																		(住民接種に従事) ジュウミンセッシュジュウジ

																																																																																														＠		33,000						円 エン		×		302		回 カイ		×		1		人 ニン		＝		9,966,000								円 エン

																																																																																																		3時間/回【健康観察のため】 ジカンカイケンコウカンサツ																		(住民接種に従事) ジュウミンセッシュジュウジ

				09　旅費 リョヒヒ		0																																										0																																										0																																										25

				01 旅費 リョヒ		0																																										0																																										0																																										25		予防接種関連会議交通費（大津市） ヨボウセッシュカンレンカイギコウツウヒオオツシ

																																																																																																																																								＠		500						円 エン		×		5		回 カイ		×		2		人 ニン		＝		5,000								円 エン

																																																																																																																																						予防接種関連研修交通費（大阪市） ヨボウセッシュカンレンケンシュウコウツウヒオオサカシ

																																																																																																																																								＠		5,000						円 エン		×		2		回 カイ		×		2		人 ニン		＝		20,000								円 エン

				11　需要費 ジュヨウヒ																																												255																																										4,700																																										945

				　01消耗品費 ショウモウヒンヒ																																																																																						4,700		集団接種用物品 シュウダンセッシュヨウブッピン																																								945		コピー用紙代 ヨウシダイ

																																																																																														＠		1,700,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		1,700,000								円 エン												＠		0.45						円 エン		×		100,000						枚 マイ		＝		45,000								円 エン

																																																																																												集団接種用物品（スクリーン、扇風機、台車、机、いす等） シュウダンセッシュヨウブッピンセンプウキダイシャツクエトウ																																										消耗品等一式 ショウモウヒンナドイッシキ

																																																																																														＠		2,000,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		2,000,000								円 エン												＠		900,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		900,000								円 エン

																																																																																												集団接種用物品（溶解用シリンジ・針）１バイアル１本 シュウダンセッシュヨウブッピンヨウカイヨウハリホン

																																																																																														＠		800,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		800,000								円 エン

																																																																																												集団接種用物品（救急物品） シュウダンセッシュヨウブッピンキュウキュウブッピン

				　04印刷製本費 インサツセイホンヒ																																																																																										＠		200,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		200,000								円 エン

																																																255		啓発チラシ ケイハツ

																																																				＠		255,000						円 エン		×		1						式 シキ		＝		255,000								円 エン

				12　役務費 エキムヒ		0																																										2,884																																										0																																										10,227

				　01通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		0																																										2,884		新型コロナウイルスワクチン接種券郵便代（65歳以上） シンガタセッシュケンユウビンダイサイイジョウ																																								0																																										10,227		新型コロナウイルスワクチン接種券郵便代（64歳以下） シンガタセッシュケンユウビンダイサイイカ

																																																				＠		94						円 エン		×		30,673						通 ツウ		＝		2,883,262								円 エン																																																						＠		94						円 エン		×		105,153						通 ツウ		＝		9,884,382								円 エン

																																																																																																																																						新型コロナウイルスワクチン接種券郵便代（転入者・再発行） シンガタセッシュケンユウビンダイテンニュウシャサイハッコウ

																																																																																																																																								＠		94						円 エン		×		500		人/月 ニンツキ		×		6		月 ツキ		＝		282,000						円 エン

																																																																																																																																						予防接種事業郵便代（定形外500g） ヨボウセッシュジギョウユウビンダイテイケイガイ

																																																																																																																																								＠		510						円 エン		×		100						通 ツウ		＝		51,000								円 エン

																																																																																																																																						予防接種事業郵便代（定形50g） ヨボウセッシュジギョウユウビンダイテイケイ

																																																																																																																																								＠		94						円 エン		×		100						通 ツウ		＝		9,400								円 エン

				13　委託料 イタクリョウ		29,942																																										104,826																																										481,058																																										16,642

				　02委託料 イタクリョウ		29,942		ワクチン接種費用（高齢者医療機関委託分　3月22日～31日） セッシュヒヨウコウレイシャイリョウキカンイタクブンガツニチニチ																																								104,826		ワクチン接種業務　98,740,950円 セッシュギョウムエン																																								481,058		R3年度　派遣事務職員（4月～9月　月20日×6月＝120日） ネンドハケンジムショクインガツガツツキニチツキニチ																																								16,642		市外接種支払い代行費用（学生・施設入院・単身赴任者国保連支払い分　人口の10％） シガイセッシュシハラダイコウヒヨウガクセイシセツニュウインタンシンフニンシャコクホレンシハラブンジンコウ

										＠		2,070				円× エン		1.1				×		5,000		×		1		回 カイ		＝		11,385,000												円 エン						（クーポン印刷封入封緘、予約システム、コールセンター、データ入力）																																										＠		2,541				円 エン		×		7.75		時間× ジカン		120		日× ニチ		2		人 ニン		=		4,725,702												円 エン						＠		300				円 エン		×								27,165				人 ニン		=		8,149,560												円 エン

																																																				印刷物作成費用 インサツブツサクセイヒヨウ																																								R3年度　派遣看護師職員（4月～9月　月20日×6月＝120日） ネンドハケンカンゴシショクインガツガツツキニチツキニチ

								ワクチン接種費用（医療従事者　人口3%×２回） セッシュヒヨウイリョウジュウジシャジンコウカイ																																												＠		8,549,200						円 エン		×		1								式 シキ		＝		8,549,200												円 エン						＠		4,050				円 エン		×		7.75		時間× ジカン		120		日× ニチ		2		人 ニン		=		7,533,000												円 エン				R3年度　派遣事務職員（4月～9月　月20日×6月＝120日） ネンドハケンジムショクインガツガツツキニチツキニチ

										＠		2,070				円× エン		1.1				×		4,075		×		2		回 カイ		＝		18,556,548												円 エン						印刷物作成費用以外 インサツブツサクセイヒヨウイガイ																																																																																				＠		2,541				円 エン		×		7.75		時間× ジカン		120		日× ニチ		2		人 ニン		=		4,725,702												円 エン

																																																92,624				＠		90,191,750						円 エン		×		1								式 シキ		＝		90,191,750												円 エン				集団接種会場整理等人材派遣（4時間/回） シュウダンセッシュカイジョウセイリトウジンザイハケンジカンカイ																																										R3年度　派遣看護師職員（4月～9月　月20日×6月＝120日） ネンドハケンカンゴシショクインガツガツツキニチツキニチ

																																																		健康かるてシステム改修費 ケンコウカイシュウヒ																																												＠		7,528						円 エン		×		302		回 カイ		×		6		人 ニン		＝		13,640,736												円 エン						＠		4,050				円 エン		×		7.75		時間× ジカン		120		日× ニチ		1		人 ニン		=		3,766,500												円 エン

																																																				＠		2,750,000						円 エン		×		1								式 シキ		＝		2,750,000												円 エン				集団接種会場駐車場整備整備会社委託人材派遣（4時間/回） シュウダンセッシュカイジョウチュウシャジョウセイビセイビガイシャイタクジンザイハケンジカンカイ

																																																		R2年度　派遣事務職員（2月・3月　平日41日×２人） ネンドハケンジムショクインガツガツヘイジツニチニン																																												＠		7,528						円 エン		×		302		回 カイ		×		3		人 ニン		＝		6,820,368												円 エン

																																																				＠		1,400				円 エン		×		7.75				時間× ジカン		82		日 ニチ				=		889,700												円 エン				集団接種廃棄物処理 シュウダンセッシュハイキブツショリ

																																																		市外接種支払い代行費用（医療従事者） シガイセッシュシハラダイコウヒヨウイリョウジュウジシャ																																												＠		6,600				円 エン		×										302		箱 ハコ		=		1,993,200												円 エン

																																																				＠		300				円 エン		×		4,075		×		2		回 カイ						=		2,444,868												円 エン

																																																																																												ワクチン接種費用（医療機関委託分） セッシュヒヨウイリョウキカンイタクブン

																																																																																														＠		2,070				円× エン		1.1				×		95,511		×		2		回 カイ		＝		434,959,098												円 エン

																																																																																												ワクチン接種費用（3月１回目接種高齢者） セッシュヒヨウガツカイメセッシュコウレイシャ

																																																																																														＠		2,070				円× エン		1.1				×		5,000		×		1		回 カイ		＝		11,385,000												円 エン

				14　使用料及び賃借料 シヨウリョウオヨチンシャクリョウ		0																																										0																																										5,497																																										58

				　01使用料及び賃借料 シヨウリョウオヨチンシャクリョウ																																												0																																										5,497		会場使用料（草津総合病院看護学校・市内体育館を想定　4月～9月） カイジョウシヨウリョウクサツソウゴウビョウインカンゴガッコウシナイタイイクカンソウテイガツガツ																																								58		定期予防接種事業コピー機使用料（白黒） テイキヨボウセッシュジギョウキシヨウリョウシロクロ

																																																																																														＠		18,200						円 エン		×		302		回 カイ						＝		5,496,400								円 エン												＠		0.58						円 エン		×		100,000						枚 マイ		＝		58,000								円 エン

				15　工事請負費 コウジウケオイヒ																																												0																																										0																																										1,485

				　01工事請負費（資産） コウジウケオイヒニュウヒシサン																																												0																																										0																																										1,485		デイープフリーザー等設置に伴う電気設備改修費用 トウセッチトモナデンキセツビカイシュウヒヨウ

																																																																																																																																								＠		165,000						円 エン		×		9						台 ダイ		＝		1,485,000								円 エン

				19　負担金補助及び交付金 フタンキンホジョオヨコウフキン																																												0																																										0																																										10

				　02補助金 ホジョキン																																												0																																										0																																										10		研修参加負担金 ケンシュウサンカフタンキン

																																																																																																																																								＠		5,000						円 エン		×		2						回 カイ		＝		10,000								円 エン

				合　　　計 ゴウケイ		29,942																																										107,965																																										533,431																																										29,392
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