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令和３年度 小平市一般会計 補正予算（第８号）概要 

 

１ 補正額                 （単位：千円） 

今回補正 既定予算 計 

2,900,732 71,856,940 74,757,672 

 

 

２ 補正予算の財源                   （単位：千円） 

歳出 

特定財源 

357,771 

一般財源 

2,542,961 

国庫支出金 都支出金 地方譲与税 税連動交付金 地方交付税 

2,900,732 

259,692 85,234 △16,000 △545,000 571,640 

諸収入 市債 繰入金 繰越金 臨時財政対策債 

4,345 8,500 △150,235 2,154,076 528,480 

 

 

３ 補正予算のポイント 

 (1) 小平市立学校体育館へ冷暖房設備を設置するための設計費の計上、工事費に係る公債費

及び維持管理などの経常経費として長期にわたり増額する経費の財源を確保するための基

金積立 

 

 (2) 新型コロナウイルス感染症対策として、紙のスクラッチ付きクーポン券による年始キャ

ンペーン事業への支援、市立小・中学校の児童・生徒が端末を持ち帰る際の通信環境整備

の準備、住居確保給付金の補給、修学旅行取消料補助の実施、図書消毒器の購入 

 

 (3) 特別職報酬等審議会の開催、高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種特別補助の実施、及

び小学校の特別非常勤講師の導入 

 

 (4) 小・中学校や公園、道路などの施設修繕料の増額 

 

 (5) 地方交付税、及び臨時財政対策債発行可能額の決定による歳入の増額 

 

 (6) 令和２年度決算を踏まえた繰越金、返還金、特別会計繰入金、財政調整基金、公共施設

整備基金、及び都市計画事業基金の整理 

 

 (7) 小川駅西口新公共施設取得事業、デジタル防災行政無線改修工事、小川駅西口地区市街

地再開発事業、及び学校体育館冷暖房設備設置工事設計に係る債務負担行為の追加 
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４ 補正予算の主な内容                         （単位：千円） 

【 (1) 小平市立学校冷暖房設備整備  】 補正額  
特定財源  

（うち市負担） 
一般財源  

担当課  
区分  

款-項-目  事業  
748,700 

16,500 

(16,500) 
732,200 

体育館冷暖房設備の設置、及び学校冷暖房設備の整備  

 10-2-1 小学校施設管理事業（設計前払い） 

 10-3-1 中学校施設管理事業（設計前払い） 

  2-1-6 基金積立（小平市立学校冷暖房設備整備基金） 

748,700 
16,500 

（16,500） 
732,200 

教育総務課  

財政課  

 

【 (2) 新型コロナウイルス感染症対策  】 補正額  特定財源  一般財源  

担当課  事業名  

款-項-目  事業  
143,963 86,944 57,019 

住居確保給付金の補給  

 3-1-1 生活困窮者自立支援事業  
16,875 12,656 4,219 生活支援課  

紙のスクラッチ付きクーポン券による年始キャンペーン 

 7-1-2 小平市中小企業等支援給付金事業  
100,000 57,772 42,228 産業振興課  

家庭学習のための通信環境整備の準備  

 10-1-2 教育ＩＣＴ管理運営事業  
16,516 16,516 0 学務課  

修学旅行取消料補助の実施  

 10-3-2 中学校移動教室運営事業  
9,263 0 9,263 学務課  

図書消毒器の購入  

 10-4-6 中央図書館運営管理事業  
1,309 0 1,309 図書館  

 

【 (3) 新たに実施する事業  】 補正額  特定財源  一般財源  

担当課  事業名  

款-項-目  事業  
8,588 6,354 2,234 

特別職報酬等審議会の開催  

 2-1-3 人事管理事業  
121 0 121 職員課  

高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種特別補助の実施  

 4-1-2 予防接種事業  
7,865 5,752 2,113 健康推進課  

小学校の特別非常勤講師の導入  

 10-1-2 スクール・サポート・スタッフ等配置事業  
602 602 0 指導課  

 

【 (4) 施設の修繕  】 補正額  特定財源  一般財源  

担当課  事業名  

款-項-目  事業  
150,239 0 150,239 

小平元気村おがわ東の給水ポンプの修繕  

 2-1-10 小平元気村おがわ東維持管理事業  
2,068 0 2,068 

市民協働・男

女参画推進課  

用水路の護岸修繕、及び樹木の剪定・伐採  

 8-1-3 用水路の整備及び維持管理事業  
15,500 0 15,500 

水と緑と 

公園課  

市道に埋設された雨水取付管の修繕  

 8-2-2 道路維持事業  
7,000 0 7,000 道路課  

公園の砂場・ブランコ・複合遊具の修繕  

 8-3-3 公園の維持管理事業  
23,671 0 23,671 

水と緑と 

公園課  

小学校の施設修繕及び樹木剪定  

 10-2-1 小学校施設管理事業  
65,100 0 65,100 教育総務課  

中学校の施設修繕及び樹木剪定  

 10-3-1 中学校施設管理事業  
36,900 0 36,900 教育総務課  
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（単位：千円） 

【 (6) 基金積立、返還金  】 補正額  特定財源  一般財源  

担当課  事業名  

款-項-目  事業  
1,924,138 4,345 1,919,793 

前年度繰越金のうち、積まなければならない基金  

 2-1-6 基金積立  
1,265,793 0 1,265,793 財政課  

前年度繰越金のうち、返還しなければならない補助金等  

 2 款、3 款、4 款  
658,345 4,345 654,000  

 

【 事業の中止等による減額  】 補正額  特定財源  一般財源  

担当課  事業名  

款-項-目  事業  
△74,760 △58,400 △16,360 

市議会議員の辞職等による減  

 1-1-1 市議会議員人件費  
△13,104  △13,104 議会事務局  

姉妹都市親善訪問の中止による減  

 1-1-1 議会の運営事業  

 2-1-1 総務課の運営事業  

△987  △987 
議会事務局  

総務課  

デジタル防災行政無線改修工事の工期変更による減  

 2-1-9 防災施設の維持管理事業  
△60,669 △58,400 △2,269 

防災危機  

管理課  

 

 

 

【 (7) 債務負担行為の追加  】 

事項 期間  限度額  担当課  

小川駅西口新公共施設取得事業  令和３年度～７年度  3,580,000 
公共施設マ

ネジメント課  

デジタル防災行政無線（固定系）改修工事  令和４年度  58,427 
防災危機  

管理課  

小川駅西口地区市街地再開発事業  公共施設管理者負担金  令和４年度～１１年度  3,780,000 
地域整備  

支援課  

学校体育館冷暖房設備設置工事設計  令和４年度  55,330 教育総務課  

 


