
 

 

１ 一般会計 

                補正額  000,379,000 千円 

当 初  184,300,000 千円 

              補正前  188,055,000 千円 

              補正後  188,434,000 千円 

               

① 概要（目的別）                        （単位：千円） 

歳入 補正額 歳出 補正額 

13 分担金及び負担金 7,073 1 議会費 2,053 

15 国庫支出金 11,651 2 総務費 82,754 

20 繰越金 260,979 3 民生費 207,221 

21 諸収入 99,297 4 衛生費 ▲22,660 

  5 労働費 ▲9,054 

  6 農林水産業費 34,206 

   7 商工費 2,928  

   8 土木費 ▲19,524 

   9 消防費 96,808 

  10 教育費 1,805 

  11 災害復旧費 2,463 

合計 379,000 合計 379,000 

 

② 歳入補正の内容                        （単位：千円） 

款 事業名 内容 補正額 

13 
老人福祉施設措置費負担 
金  【福祉総合相談課】 

・3 款 老人福祉施設措置費に充当 7,073 

15 
介護職機能分化等推進事
業費補助金（１０／１０） 

【介護保険課】 

・３款 介護職機能分化等推進事業費補助
金（１０／１０）に充当 

11,651 

20 前年度繰越金 【財政課】  260,979 

21 

国県支出金過年度収入 

【子ども家庭課】 
【障がい福祉課】 

・H30 国県支出金の精算に基づく追加交付 

 児童手当交付金等 
 障がい者自立支援給付費等 

 

11,475 
87,822 

 

③ 歳出補正の内容                        （単位：千円） 

款 事業名 内容 補正額 

1 
他 

職員人件費  【人事課】 
・給料  （▲204,701） 
・手当  （+95,763） 
・共済費（▲30,305） 

▲139,243 
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款 事業名 内容 補正額 

3 
他 

特別会計繰出金 
【国保年金課他】 

・職員の人件費補正に伴う繰出金の補正 ▲36,296 

2 

職員退職手当 【人事課】 ・退職予定者の増加 26,243 

支所・コミュニティセン
ター施設整備費 

【上郷支所】 

・非常用発電設備更新工事 
・繰越明許費の新規設定あり 

80,400 

市民税等賦課事務費 
【市民税課】 

・市県民税特別徴収事務の一部を自動化し、
事務の効率化を図るため、届出書等のデー 
タ化ソフトを導入 

・債務負担行為の新規設定あり 

3,703 

3 

過年度国県支出金返還金 

【生活福祉課】 
【障がい福祉課】 
【次世代育成課】 

【保育課】 

【子ども家庭課】 

・H30 国県支出金の精算に基づく返還 

 生活保護費等 
障がい児通所給付費等 

 子ども・子育て支援交付金等 
 子ども・子育て支援交付金等 

児童手当交付金等 

 

194,876 
96,216 
4,893 

13,529 

11,973 

国民健康保険特別会計保
健事業繰出金 

【国保年金課】 

・「被保険者健診」「特定健康診査」の受診者
の増等 

37,317 

介護職機能分化等推進事
業費補助金（１０／１０） 

【介護保険課】 

・介護人材確保の推進のため、介護事業所 
によるキャリア・専門性等に応じた機能分
化による介護の提供体制の整備、業務効率
化に対し補助 

11,651 

老人福祉施設措置費 
【福祉総合相談課】 

・養護老人ホームへの入所者の増加が見込 
まれることによる措置費の増 

17,918 

母子父子寡婦福祉資金貸
付事業特別会計繰出金 

【子ども家庭課】 
・母子福祉資金貸付金の増に伴う繰出金の増 1,000 

保育園トイレ改修費 
【保育課】 

・保育園トイレ改修設計委託 
・繰越明許費の新規設定あり 

6,400 

4 

過年度国県支出金返還金 
【保健衛生課】 

【感染症予防課】 
【子ども家庭課】 

【地域保健課】 

・H30 国県支出金の精算に基づく返還 
 感染症予防事業費等 
 感染症予防事業費等 
 母子保健衛生費国庫補助金等 

 子ども・子育て支援交付金 

 
722 
38 

9,850 

385 

保健事業費【（保）総務課】 
・生活習慣病及びがん等の健診に関する委 
託費の増 

19,556 

10 

幼稚園トイレ改修費 
【保育課】 

・幼稚園トイレ改修設計委託 
・繰越明許費の新規設定あり 

1,100 

給食調理委託費【保育課】 
・保育料の無償化に伴う園児・給食数の増 
加に対応するため、食器を PEN 樹脂製に 
変更し軽量化 

16,769 



④ その他                                          

■繰越明許費の新規設定                      （単位：千円） 

款 事業 金額 

2 

庁舎電話設備取得事業                【財産管理課】 150,000 

上郷コミュニティセンター非常用発電設備整備事業    【上郷支所】 80,400 

鳥屋平進入路整備事業                 【小原支所】 38,600 

3 保育園トイレ改修設計事業（稲武こども園外３園）     【保育課】 6,400 

4 小型ワイドパッカー車等取得事業           【清掃業務課】 51,400 

8 

河川改良事業（一級河川安永川）             【河川課】 243,000 

上郷スマートインターチェンジ整備事業      【幹線道路推進課】 98,000 

内環状線建設事業（都市計画道路高橋細谷線）       【街路課】 16,000 

10 幼稚園トイレ改修設計事業（トヨタこども園）       【保育課】 1,100 

 

■債務負担行為の新規設定                    （単位：千円） 

款 事項 期間 限度額 

2 
市県民税特別徴収届出書データ化業務委託事業  【市民税課】 R2 1,300 

市税等納付催告・窓口業務委託事業      【債権管理課】 R2 22,300 

5 女性しごとテラス運営業務委託事業  【ものづくり産業振興課】 R2 41,900 

6 農業振興地域整備計画変更業務委託事業      【農政課】 R2 18,000 

8 中央公園自然環境保全調査業務委託事業  【公園緑地整備課】 R2 8,000 

 

２ 特別会計 

■人件費補正【人事課】 

 国民健康保険（▲5,154 千円）、土橋土地区画整理（▲5,551 千円）、寺部土地区画整理

（▲8,649 千円）、花園土地区画整理（▲538 千円）、分譲住宅建設事業（473 千円）、

卸売市場（▲448 千円）、介護保険（▲7,944 千円）、後期高齢者医療（▲7,841 千円）、

産業用地造成事業（▲171 千円） 

 



■歳入歳出補正 

 国民健康保険 ※人件費除く                   （単位：千円） 

歳入 歳出 

款 事業名 補正額 款 事業名 補正額 

5 
保健事業繰入金 

【国保年金課】 
37,317 4 

被保険者健診費【（保）総務課】 4,264 

特定健康診査費【（保）総務課】 33,053 

補正内容 

・被保険者健診及び特定健康診査の受診勧奨等による受診者の増等 
 

 母子父子寡婦福祉資金貸付事業【子ども家庭課】 ※人件費除く    （単位：千円） 

歳入 歳出 

款 事業名 補正額 款 事業名 補正額 

2 一般会計繰入金 1,000 

1 母子福祉資金貸付金 3,000 
5 

母子父子寡婦福祉資金
貸付事業債 

2,000 

  

介護保険【介護保険課】 ※人件費除く              （単位：千円） 

歳入 歳出 

款 事業名 補正額 款 事業名 補正額 

8 
介護給付費準備基金繰
入金 

736 5 第１号被保険者保険料還付金 736 

 

 後期高齢者医療 ※人件費除く                  （単位：千円） 

歳入 歳出 

款 事業名 補正額 款 事業名 補正額 

4 
後期高齢者医療保険料
還付金 【福祉医療課】 

490 3 
後期高齢者医療保険料還付金 

【介護保険課】 
490 

 

■債務負担行為の新規設定 

 国民健康保険                           （単位：千円） 

款 事項 期間 限度額 

1 国民健康保険税納付催告・窓口業務委託事業  【債権管理課】 R2 22,300 

 

■地方債の変更 

 母子父子寡婦福祉資金貸付事業【子ども家庭課】 

  母子父子寡婦福祉資金貸付事業費の限度額を 15,558 千円から 17,558 千円に補正 


