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 平成２９年度酒々井町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５８，８９２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

６，５８８，７０９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予

算補正」による。 

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

 

  平成３０年３月６日提出 

 

 

                                      酒々井町長  小 坂  泰 久   
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第１表　歳入歳出予算補正

歳入 （単位　千円）

補正前の額 補  正  額 計

 3. 利子割交付金 2,830 1,070 3,900 

 1. 利子割交付金 2,830 1,070 3,900 

 4. 配当割交付金 17,000 △5,400 11,600 

 1. 配当割交付金 17,000 △5,400 11,600 

 5. 株式等譲渡所得割交付金 16,000 18,900 34,900 

 1. 株式等譲渡所得割交付金 16,000 18,900 34,900 

12. 使用料及び手数料 45,303 △335 44,968 

 1. 使用料 29,346 △335 29,011 

13. 国庫支出金 681,101 △53,858 627,243 

 1. 国庫負担金 398,362 △3,969 394,393 

 2. 国庫補助金 277,005 △49,889 227,116 

14. 県支出金 378,569 △29,404 349,165 

 1. 県負担金 215,950 △3,850 212,100 

 2. 県補助金 115,626 △22,995 92,631 

 3. 県委託金 46,993 △2,559 44,434 

15. 財産収入 6,901 64 6,965 

 1. 財産運用収入 6,900 64 6,964 

16. 寄附金 12,002 1,000 13,002 

 1. 寄附金 12,002 1,000 13,002 

17. 繰入金 687,661 △44,881 642,780 

 2. 基金繰入金 660,776 △44,881 615,895 

19. 諸収入 131,475 △2,748 128,727 

款 項
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（単位　千円）

補正前の額 補  正  額 計

 5. 雑入 120,907 △2,748 118,159 

20. 町債 623,700 △43,300 580,400 

 1. 町債 623,700 △43,300 580,400 

　　　　　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 6,747,601 △158,892 6,588,709 

款 項
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歳出 （単位　千円）

補正前の額 補  正  額 計

 1. 議会費 120,788 △352 120,436 

 1. 議会費 120,788 △352 120,436 

 2. 総務費 1,064,514 18,389 1,082,903 

 1. 総務管理費 820,696 23,020 843,716 

 2. 徴税費 140,532 3,713 144,245 

 3. 戸籍住民基本台帳費 70,095 0 70,095 

 4. 選挙費 20,842 △8,205 12,637 

 5. 統計調査費 4,426 △78 4,348 

 7. 自治振興費 7,231 △61 7,170 

 3. 民生費 1,898,297 426 1,898,723 

 1. 社会福祉費 1,157,682 20,657 1,178,339 

 2. 児童福祉費 710,887 △20,231 690,656 

 4. 衛生費 524,082 △14,480 509,602 

 1. 保健衛生費 265,808 △10,976 254,832 

 2. 上水道費 19,726 △2,373 17,353 

 3. 清掃費 238,548 △1,131 237,417 

 5. 農林水産業費 161,492 △31,247 130,245 

 1. 農業費 161,259 △31,247 130,012 

 6. 商工費 134,125 △9,707 124,418 

 1. 商工費 134,125 △9,707 124,418 

 7. 土木費 855,115 △94,859 760,256 

 1. 道路橋りょう費 626,770 △88,455 538,315 

款 項
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（単位　千円）

補正前の額 補  正  額 計

 3. 都市計画費 121,336 △6,404 114,932 

 8. 消防費 472,289 △159 472,130 

 1. 消防費 472,289 △159 472,130 

 9. 教育費 1,077,686 △22,912 1,054,774 

 1. 教育総務費 379,891 1,905 381,796 

 2. 小学校費 92,400 △346 92,054 

 3. 中学校費 96,142 △1,326 94,816 

 4. 社会教育費 274,284 △23,104 251,180 

 5. 保健体育費 234,969 △41 234,928 

10. 公債費 424,213 △3,991 420,222 

 1. 公債費 424,213 △3,991 420,222 

　　　　　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 6,747,601 △158,892 6,588,709 

款 項
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第２表　継続費補正

　変更

総　額 年　度 年　割　額 総　額 年　度 年　割　額

平成28年度 71,365千円 平成28年度 71,365千円

平成29年度 35,639千円 平成29年度 34,671千円

９　教育費 ４　社会教育費 中央公民館耐震補強事業 107,004千円 106,036千円

款 項 事　　業　　名

補　　正　　前 補　　正　　後
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第３表　繰越明許費補正

　追加

第４表　地方債補正

　変更

限　度　額 起債の方法 限　度　額 起債の方法 利　率 償還の方法

防災対策事業債 53,300千円 57,000千円

子ども・子育て支援
事業債

95,300千円 93,900千円

上水道事業出資債 17,600千円 15,400千円

農業基盤整備促進事
業債

11,200千円 0千円

地方道整備事業債 152,600千円 120,400千円

計 330,000千円 286,700千円

1,088千円

１　道路橋りょう費 町道02-003号線道路改良事業 5,000千円

１　道路橋りょう費 町道02-011号線道路改良事業 11,760千円

１　道路橋りょう費 7,560千円

款 項 事　　　業　　　名 金　　　　　　額

３　戸籍住民基本台帳費 個人番号カード交付事業 2,093千円２　総務費

４　衛生費

７　土木費

１　保健衛生費 保健センター修繕事業

７　土木費

伊篠地先雨水排水整備事業７　土木費

補正前に同じ 補正前に同じ

起 債 の 目 的
補　　　　　　　　　　正　　　　　　　　　　後

普通貸借

又は

証券発行

補正前に同じ

補　　　　　　　　　　正　　　　　　　　　　前

　政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の場
合にはその債権者と協定するも
のによる。
　ただし、財政の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し、
又は繰上償還もしくは低利に借
換えすることができる。

年利 ５．０ ％以内

（ただし、利率見直し方式で借り
入れる政府資金及び地方公共団体
金融機構資金について、利率の見
直しを行った後においては、当該
見直し後の利率）

７　土木費 １　道路橋りょう費 町道1B-050号線道路改良事業 5,832千円

償　還　の　方　法利　率



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ２９ 年 度 酒 々 井 町 一 般 会 計 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書（ 第 ８ 号 ） 
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１．総括
歳入 （単位　千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 3. 利子割交付金 2,830 1,070 3,900 

 4. 配当割交付金 17,000 △5,400 11,600 

 5. 株式等譲渡所得割交付金 16,000 18,900 34,900 

12. 使用料及び手数料 45,303 △335 44,968 

13. 国庫支出金 681,101 △53,858 627,243 

14. 県支出金 378,569 △29,404 349,165 

15. 財産収入 6,901 64 6,965 

16. 寄附金 12,002 1,000 13,002 

17. 繰入金 687,661 △44,881 642,780 

19. 諸収入 131,475 △2,748 128,727 

20. 町債 623,700 △43,300 580,400 

　　　　　歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 6,747,601 △158,892 6,588,709 

歳入歳出補正予算事項別明細書

款
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歳出 （単位　千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1. 議会費 120,788 △352 120,436    △352 

 2. 総務費 1,064,514 18,389 1,082,903 △4,669 3,700 1,087 18,271 

 3. 民生費 1,898,297 426 1,898,723 △12,837 △1,400 △249 14,912 

 4. 衛生費 524,082 △14,480 509,602 △2,839 △2,200 △439 △9,002 

 5. 農林水産業費 161,492 △31,247 130,245 △15,033 △11,200  △5,014 

 6. 商工費 134,125 △9,707 124,418    △9,707 

 7. 土木費 855,115 △94,859 760,256 △45,337 △32,200  △17,322 

 8. 消防費 472,289 △159 472,130 277   △436 

 9. 教育費 1,077,686 △22,912 1,054,774 △2,044  △6,752 △14,116 

10. 公債費 424,213 △3,991 420,222    △3,991 

　　歳     出     合     計 6,747,601 △158,892 6,588,709 △82,482 △43,300 △6,353 △26,757 

特      定      財      源
一 般 財 源

款 補正前の額 補  正  額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳
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２．歳入

(款)  3.利子割交付金 (項)  1.利子割交付金 （単位　千円）

金　　額

 1.利子割交付金 2,830 1,070 3,900  1. 利子割交付金 1,070

　　　 計 2,830 1,070 3,900

(款)  4.配当割交付金 (項)  1.配当割交付金

 1.配当割交付金 17,000 △5,400 11,600  1. 配当割交付金 △5,400

　　　 計 17,000 △5,400 11,600

(款)  5.株式等譲渡所得割交付金 (項)  1.株式等譲渡所得割交付金

 1.株式等譲渡所得割交付 16,000 18,900 34,900  1. 株式等譲渡所得割 18,900

金 交付金

　　　 計 16,000 18,900 34,900

(款) 12.使用料及び手数料 (項)  1.使用料

 6.教育費使用料 6,625 △335 6,290  2. 社会教育使用料 △335 中央公民館 △335

　　　 計 29,346 △335 29,011

(款) 13.国庫支出金 (項)  1.国庫負担金

 1.民生費国庫負担金 397,211 △3,969 393,242  3. 国民健康保険基盤 △1,025

安定制度負担金

 4. 児童福祉費負担金 3,336 子どものための教育・保育給付費負担金 3,336

 5. 児童手当交付金 △6,280

　　　 計 398,362 △3,969 394,393

(款) 13.国庫支出金 (項)  2.国庫補助金

 1.総務費国庫補助金 25,828 △2,110 23,718  2. 住民基本台帳費補 △2,110 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 △2,110

助金

 2.民生費国庫補助金 32,533 △1,855 30,678  2. 児童福祉費補助金 △1,855 子ども・子育て支援交付金 △1,855

 3.衛生費国庫補助金 1,459 △296 1,163  1. 清掃費補助金 △42 汚水処理施設整備交付金 △42

 2. 保健衛生費補助金 △254 感染症予防事業費等補助金 △238

子ども・子育て支援交付金 △16

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分
説　　　　　　　　　明
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（単位　千円）

金　　額

 4.土木費国庫補助金 201,987 △44,990 156,997  1. 道路橋りょう費補 △41,374 社会資本整備総合交付金 △41,374

助金

 2. 都市計画費補助金 △3,616 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 △38

社会資本整備総合交付金 △3,578

 5.教育費国庫補助金 15,198 △638 14,560  4. 社会教育費補助金 △638 国宝重要文化財等保存整備費補助金 △638

　　　 計 277,005 △49,889 227,116

(款) 14.県支出金 (項)  1.県負担金

 1.民生費県負担金 214,934 △3,850 211,084  3. 国民健康保険基盤 △3,905

安定制度負担金

 4. 後期高齢者医療保 △818

険基盤安定制度負

担金

 5. 児童福祉費負担金 1,668 子どものための教育・保育給付費負担金 1,668

 6. 被用者児童手当県 △757

負担金

 7. 非被用者児童手当 △230

県負担金

 8. 特例給付県負担金 192

　　　 計 215,950 △3,850 212,100

(款) 14.県支出金 (項)  2.県補助金

 2.民生費県補助金 55,492 △3,163 52,329  2. 児童福祉費補助金 △3,163 子ども・子育て支援補助金 △1,855

保育士配置改善事業補助金 △1,308

 3.衛生費県補助金 27,226 △2,543 24,683  1. 保健衛生費補助金 △2,515 健康増進事業補助金 △547

子ども・子育て支援補助金 △16

住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金 △2,452

住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 500

 2. 清掃費補助金 △28 生活排水対策浄化槽推進補助金 △28

 4.農林水産業費県補助金 20,540 △15,813 4,727  1. 農業費補助金 △15,813 環境保全型農業直接支払交付金 △390

（歳入）利子割交付金，配当割交付金，株式等譲渡所得割交付金，使用料及び手数料，国庫支出金，県支出金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　　分
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（単位　千円）

金　　額

多面的機能支払交付金 △404

飼料用米等拡大支援事業補助金 △155

機構集積協力金 △420

農業基盤整備促進事業補助金 △15,000

農地利用最適化交付金 556

 5.土木費県補助金 585 △385 200  1. 都市計画費補助金 △385 住まいの耐震サポート事業補助金 △385

 6.教育費県補助金 4,606 △1,368 3,238  1. 社会教育費補助金 △1,368 地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教

育支援体制等構築事業補助金 △417

学校・家庭・地域連携協力推進事業費県補助

金 △819

埋蔵文化財助成事業補助金 △132

 8.消防費県補助金 0 277 277  1. 消防費県補助金 277 消防施設強化事業補助金 277

　　　 計 115,626 △22,995 92,631

(款) 14.県支出金 (項)  3.県委託金

 1.総務費県委託金 46,201 △2,559 43,642  4. 選挙費委託金 △2,481 衆議院議員選挙委託金 △2,481

 5. 統計調査費委託金 △78 工業統計調査 △11

商業統計調査 △1

住宅・土地統計調査 △2

就業構造基本調査 △64

　　　 計 46,993 △2,559 44,434

(款) 15.財産収入 (項)  1.財産運用収入

 1.財産貸付収入 5,920 100 6,020  1. 土地建物貸付収入 100

 2.利子及び配当金 980 △36 944  1. 利子及び配当金 △36 財政調整基金 △1

減債基金 △7

都市開発基金 △3

児童・生徒国際交流振興基金 △1

地域福祉基金 △22

東日本大震災復興基金 △2

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　　分
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（単位　千円）

金　　額

　　　 計 6,900 64 6,964

(款) 16.寄附金 (項)  1.寄附金

 1.一般寄附金 12,001 1,000 13,001  1. 一般寄附金 1,000 ふるさと納税寄附金 1,000

　　　 計 12,002 1,000 13,002

(款) 17.繰入金 (項)  2.基金繰入金

 1.財政調整基金繰入金 645,110 △40,647 604,463  1. 財政調整基金繰入 △40,647

金

 3.児童・生徒国際交流振 12,377 △4,234 8,143  1. 児童・生徒国際交 △4,234

興基金繰入金 流振興基金繰入金

　　　 計 660,776 △44,881 615,895

(款) 19.諸収入 (項)  5.雑入

 1.雑入 33,565 △1,166 32,399  1. 雑入 △1,166 企画財政課 100

税務住民課 △227

保健センター △439

生涯学習課 △600

 3.学校給食事業収入 87,341 △1,582 85,759  1. 現年度収入 △1,582 給食費現年度収入 △1,582

　　　 計 120,907 △2,748 118,159

(款) 20.町債 (項)  1.町債

 1.総務債 53,300 3,700 57,000  1. 総務債 3,700 防災対策事業 3,700

 2.民生債 95,300 △1,400 93,900  1. 児童福祉事業債 △1,400 子ども・子育て支援事業 △1,400

 3.衛生債 17,600 △2,200 15,400  1. 上水道債 △2,200 上水道出資債 △2,200

 4.農林水産業債 11,200 △11,200 0  1. 農業基盤整備事業 △11,200 農業基盤整備促進事業 △11,200

債

 5.土木債 152,600 △32,200 120,400  1. 道路橋りょう債 △32,200 地方道整備事業 △32,200

　　　 計 623,700 △43,300 580,400

（歳入）県支出金，財産収入，寄附金，繰入金，諸収入，町債

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　　分
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３．歳出

（款）  1.議会費 （項）  1.議会費 （単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

 1.議会費 120,788 △352 120,436 △352  9.旅費 △106 ○議会運営事業　　　　　　　　　          △352

11.需用費 △184   旅費 △106

13.委託料 △36   需用費 △184

14.使用料 △26     印刷製本費

及び賃   委託料 △36

借料     本会議録調製業務

  使用料及び賃借料 △26

    バス借上料

　計 120,788 △352 120,436 △352

（款）  2.総務費 （項）  1.総務管理費

 1.一般管理 511,415 △4,959 506,456 △4,959  1.報酬 △2,764 ○総務一般事務費　　　　　　　　        △4,959

費  4.共済費 △366   報酬 △2,764

 7.賃金 △1,248     嘱託員

11.需用費 △439   共済費 △366

13.委託料 △142   賃金 △1,248

    臨時職員

  需用費 △439

    印刷製本費

  委託料 △142

    折込料

 2.文書広報 9,077 △488 8,589 △488  7.賃金 △588 ○広報広聴事業　　　　　　　　　          △588

費 12.役務費 100   賃金 △588

    臨時職員

○文書管理事業　　　　　　　　　            100

  役務費 100

    通信運搬費

 3.財政管理 96,461 30,089 126,550 89 30,000 25.積立金 30,089 ○財政一般事務費　　　　　　　　         30,089

費   積立金 30,089

    財政調整基金 99

説　　　　　　　　明目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

区　分 金　　額



- 16 -

（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

    都市開発基金 △3

    減債基金 29,993

 5.財産管理 59,695 △2,620 57,075 △2,620 12.役務費 52 ○町有財産管理事業　　　　　　　        △2,172

費 13.委託料 △398   委託料 △398

14.使用料 △500     町有地管理業務

及び賃   工事請負費 △1,774

借料     撤去・除去工事

15.工事請 △1,774 ○庁舎管理事業　　　　　　　　　          △448

負費   役務費 52

    通信運搬費

  使用料及び賃借料 △500

    システム使用料

 6.企画費 39,786 998 40,784 998  8.報償費 190 ○企画一般事務費　　　　　　　　            998

11.需用費 324   報償費 190

14.使用料 248     ふるさと納税報償品

及び賃   需用費 324

借料     印刷製本費

25.積立金 236   使用料及び賃借料 248

    ふるさと納税支払い利用料

  積立金 236

    東日本大震災復興基金 △2

    ふるさと基金 238

 9.防災対策 69,938 0 69,938 3,700 △3,700 　財源内訳補正

費

　計 820,696 23,020 843,716 3,700 1,087 18,233

（歳出）議会費，総務費

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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（款）  2.総務費 （項）  2.徴税費 （単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

 2.賦課徴収 54,002 3,713 57,715 3,713 23.償還金 3,713 ○賦課徴収事業　　　　　　　　　          3,713

費 利子及   償還金利子及び割引料 3,713

び割引     過年度還付金及び加算金

料

　計 140,532 3,713 144,245 3,713

（款）  2.総務費 （項）  3.戸籍住民基本台帳費

 1.戸籍住民 70,095 0 70,095 △2,110 2,110 　財源内訳補正

基本台帳

費

　計 70,095 0 70,095 △2,110 2,110

（款）  2.総務費 （項）  4.選挙費

 2.酒々井町 7,884 △5,724 2,160 △5,724  1.報酬 △376 ○酒々井町長選挙事業　　　　　　        △2,619

長選挙費  3.職員手 △3,105   報酬 △376

当等     期日前投票管理者 △40

 8.報償費 △17     期日前投票立会人 △72

11.需用費 △524     投票管理者 △96

12.役務費 △1,282     投票立会人 △160

13.委託料 △420     選挙立会人 △8

  報償費 △17

    借地謝礼

  需用費 △524

    消耗品費 △236

    食糧費 △54

    印刷製本費 △205

    光熱水費 △29

  役務費 △1,282

    通信運搬費 △1,188

    手数料 △94

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節



- 18 -

（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

  委託料 △420

    公営掲示板設置・撤去業務 △59

    折込料 △25

    補助職員派遣業務 △82

    開票時に係るデータ作成及び運営

    管理業務 △254

○職員人件費　　　　　　　　　　        △3,105

  職員手当等 △3,105

 3.衆議院議 10,798 △2,481 8,317 △2,481  1.報酬 △16 ○衆議院議員選挙事業　　　　　　          △658

員選挙費  3.職員手 △1,823   報酬 △16

当等     開票立会人

 7.賃金 △15   賃金 △15

 8.報償費 △22     臨時職員

11.需用費 △166   報償費 △22

12.役務費 △92     啓発謝礼 △20

13.委託料 △347     借地謝礼 △2

  需用費 △166

    消耗品費 △143

    食糧費 △5

    光熱水費 △18

  役務費 △92

    通信運搬費 △81

    手数料 △11

  委託料 △347

    折込料 △162

    補助職員派遣業務 △17

    開票時に係るデータ作成及び運営

    管理業務 △157

    公営掲示板設置・撤去業務 △11

○職員人件費　　　　　　　　　　        △1,823

（歳出）総務費

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節



- 19 -

（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

  職員手当等 △1,823

　計 20,842 △8,205 12,637 △2,481 △5,724

（款）  2.総務費 （項）  5.統計調査費

 2.各種統計 469 △78 391 △78  8.報償費 △58 ○各種統計調査事業　　　　　　　           △78

調査費 11.需用費 △20   報償費 △58

    各種統計調査員

  需用費 △20

    消耗品費

　計 4,426 △78 4,348 △78

（款）  2.総務費 （項）  7.自治振興費

 1.自治振興 7,231 △61 7,170 △61 19.負担金 △61 ○自治振興事業　　　　　　　　　           △61

費 補助及   負担金補助及び交付金 △61

び交付     自治振興助成金

金

　計 7,231 △61 7,170 △61

（款）  3.民生費 （項）  1.社会福祉費

 1.社会福祉 476,487 31,082 507,569 △22 31,104  1.報酬 △497 ○社会福祉一般事務費　　　　　　          8,932

総務費 13.委託料 △1,046   委託料 △1,046

23.償還金 22,647     生活専門相談員業務

利子及   積立金 9,978

び割引     地域福祉基金

料 ○障害者総合支援事業　　　　　　          6,968

25.積立金 9,978   報酬 △497

    障害者介護給付費等審査会委員

  償還金利子及び割引料 7,465

    償還金

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節



- 20 -

（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

○臨時福祉給付金支給事業（経済対

策分）　　　　　　　　　　　　         15,182

  償還金利子及び割引料 15,182

    償還金

 2.老人福祉 26,912 △1,295 25,617 △1,295  8.報償費 △596 ○老人福祉事業　　　　　　　　　        △1,295

費 11.需用費 △348   報償費 △596

13.委託料 △351     老人福祉大会記念品 △521

    ８０歳青年式記念品 △75

  需用費 △348

    食糧費

  委託料 △351

    施設警備業務

 4.国民健康 160,184 △6,573 153,611 △4,930 △1,643 28.繰出金 △6,573 ○国民健康保険特別会計への繰出経

保険特別 費　　　　　　　　　　　　　　        △6,573

会計費   繰出金 △6,573

    国民健康保険特別会計繰出金

 5.介護保険 198,649 △2,910 195,739 △2,910 28.繰出金 △2,910 ○介護保険特別会計への繰出経費　        △2,910

特別会計   繰出金 △2,910

費     介護保険特別会計繰出金

 6.後期高齢 211,689 5,276 216,965 △818 △227 6,321 19.負担金 6,365 ○後期高齢者医療事業　　　　　　          5,276

者医療広 補助及   負担金補助及び交付金 6,365

域連合事 び交付     療養給付費負担金

業費 金   繰出金 △1,089

28.繰出金 △1,089     後期高齢者医療特別会計繰出金

 7.住民協働 75,007 △4,923 70,084 △4,923  2.給料 △2,060 ○住民協働一般事務費　　　　　　           △85

費  3.職員手 △466   報償費 △85

当等     講師謝礼

 7.賃金 △130 ○交流サロン運営事業　　　　　　          △130

 8.報償費 △85   賃金 △130

 9.旅費 △104     臨時職員

（歳出）総務費，民生費

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

19.負担金 △2,078 ○まちづくり研究所事業　　　　　        △2,108

補助及   旅費 △104

び交付   負担金補助及び交付金 △2,004

金     まちづくり研究所運営費補助金

○住民公益活動補助事業　　　　　           △74

  負担金補助及び交付金 △74

    住民公益活動補助金

○職員人件費　　　　　　　　　　        △2,526

  給料 △2,060

    一般職

  職員手当等 △466

　計 1,157,682 20,657 1,178,339 △5,748 △249 26,654

（款）  3.民生費 （項）  2.児童福祉費

 1.児童福祉 175,382 △4,087 171,295 △3,710 △1,400 1,023  4.共済費 24 ○放課後児童クラブ事業　　　　　        △5,708

総務費 13.委託料 △5,413   委託料 △5,413

19.負担金 1,164     放課後児童クラブ運営業務

補助及   負担金補助及び交付金 △433

び交付     放課後児童対策事業補助金 △153

金     ひとり親家庭放課後児童クラブ利

23.償還金 138     用助成金 △280

利子及   償還金利子及び割引料 138

び割引     償還金

料 ○子ども・子育て支援事業　　　　          1,621

  共済費 24

  負担金補助及び交付金 1,597

    水道加入負担金

 2.児童措置 301,632 △8,985 292,647 △7,075 △1,910 20.扶助費 △8,985 ○児童手当支給事業　　　　　　　        △8,985

費   扶助費 △8,985

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

    児童手当被用者（０歳～３歳未満

    ） △1,835

    児童手当非被用者（０歳～３歳未

    満） 330

    児童手当被用者（３歳以上小学校

    修了前） △3,320

    児童手当非被用者（３歳以上小学

    校修了前） △3,600

    児童手当被用者（小学校修了後中

    学校修了前） 830

    児童手当非被用者（小学校修了後

    中学校修了前） △1,390

 4.保育園費 230,573 △7,159 223,414 3,696 △10,855  1.報酬 △3,383 ○中央保育園運営事業　　　　　　            351

 4.共済費 81   共済費 81

 7.賃金 △7,210   需用費 259

11.需用費 259     賄材料費

13.委託料 5,643   使用料及び賃借料 11

14.使用料 11     コピー機パフォーマンス料

及び賃 ○岩橋保育園運営事業　　　　　　       △10,593

借料   報酬 △3,383

19.負担金 △2,618     嘱託員

補助及   賃金 △7,210

び交付     臨時職員

金 ○保育委託事業　　　　　　　　　          3,083

23.償還金 58   委託料 5,643

利子及     保育委託業務（管内） 4,591

び割引     保育委託業務（管外） 1,052

料   負担金補助及び交付金 △2,618

    保育士配置改善事業補助金

  償還金利子及び割引料 58

（歳出）民生費

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

    償還金

　計 710,887 △20,231 690,656 △7,089 △1,400 △11,742

（款）  4.衛生費 （項）  1.保健衛生費

 1.保健衛生 65,410 945 66,355 945 11.需用費 1,306 ○保健センター一般事務費　　　　            945

総務費 13.委託料 △141   需用費 1,306

19.負担金 △220     光熱水費 218

補助及     修繕料 1,088

び交付   委託料 △141

金     調査･測量・設計等 △76

    清掃業務 △65

  負担金補助及び交付金 △220

    印旛市郡小児初期急病診療所運営

    費負担金

 2.予防費 45,101 △855 44,246 △855 13.委託料 △855 ○予防接種事業　　　　　　　　　          △855

  委託料 △855

    定期予防接種業務

 3.健康増進 32,067 △3,576 28,491 △785 △439 △2,352 13.委託料 △3,576 ○健康増進事業　　　　　　　　　        △3,576

費   委託料 △3,576

    特定健診業務 △20

    肝炎ウイルス検査業務 △446

    成人歯科検診業務 △91

    がん検診業務 △2,409

    がん検診業務（クーポン対象者） △536

    骨粗しょう症予防検診業務 △74

 4.母子保健 91,566 △3,323 88,243 △32 △3,291  7.賃金 △189 ○母子保健推進事業　　　　　　　        △3,627

推進費 13.委託料 △3,584   賃金 △189

18.備品購 146     臨時職員

入費   委託料 △3,584

    妊婦・乳児一般健康診査業務

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

23.償還金 304   備品購入費 146

利子及     施設用備品

び割引 ○養育医療助成事業　　　　　　　            304

料   償還金利子及び割引料 304

    償還金

 6.環境衛生 22,729 △478 22,251 △478 14.使用料 △478 ○環境衛生対策事業　　　　　　　          △478

費 及び賃   使用料及び賃借料 △478

借料     畜犬管理システム賃借料

 7.環境保全 8,255 △3,689 4,566 △1,952 △1,737 19.負担金 △3,689 ○再生可能エネルギー推進事業　　        △3,689

対策費 補助及   負担金補助及び交付金 △3,689

び交付     住宅用太陽光発電設備導入促進事

金     業補助金 △4,689

    住宅用省エネルギー設備導入促進

    事業補助金 1,000

　計 265,808 △10,976 254,832 △2,769 △439 △7,768

（款）  4.衛生費 （項）  2.上水道費

 1.上水道費 19,726 △2,373 17,353 △2,200 △173 19.負担金 △173 ○印旛広域水道事業　　　　　　　        △2,373

補助及   負担金補助及び交付金 △173

び交付     印旛広域水道負担金

金   投資及び出資金 △2,200

24.投資及 △2,200     印旛広域水道出資金

び出資

金

　計 19,726 △2,373 17,353 △2,200 △173

（款）  4.衛生費 （項）  3.清掃費

 2.じん芥処 187,308 △723 186,585 △723  8.報償費 △434 ○じん芥処理事業　　　　　　　　          △723

理費   報償費 △434

    資源回収協力報償金

（歳出）衛生費

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

19.負担金 △289   負担金補助及び交付金 △289

補助及     資源回収奨励金

び交付

金

 3.し尿処理 21,990 △408 21,582 △70 △338 19.負担金 △84 ○し尿処理事業　　　　　　　　　          △408

費 補助及   負担金補助及び交付金 △84

び交付     生活排水対策浄化槽推進事業補助

金     金

23.償還金 △324   償還金利子及び割引料 △324

利子及     償還金

び割引

料

　計 238,548 △1,131 237,417 △70 △1,061

（款）  5.農林水産業費 （項）  1.農業費

 1.農業委員 22,155 324 22,479 556 △232  1.報酬 324 ○農業委員会運営事業　　　　　　            324

会費   報酬 324

    農業委員会委員 432

    農地利用最適化推進委員 △108

 2.農業総務 24,106 △1,080 23,026 △1,080  2.給料 △245 ○職員人件費　　　　　　　　　　        △1,080

費  3.職員手 △835   給料 △245

当等     一般職

  職員手当等 △835

 3.農業振興 109,730 △29,980 79,750 △15,434 △11,200 △3,346 15.工事請 △28,500 ○農業振興管理事業　　　　　　　          △940

費 負費   負担金補助及び交付金 △940

19.負担金 △1,480     環境保全型農業直接支払補助金 △520

補助及     機構集積協力金交付事業 △420

び交付 ○農業基盤整備事業　　　　　　　       △29,040

金   工事請負費 △28,500

    補修工事

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節



- 26 -

（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

  負担金補助及び交付金 △540

    多面的機能支払交付金

 5.生産調整 4,199 △511 3,688 △155 △356 19.負担金 △511 ○生産調整推進対策事業　　　　　          △511

推進対策 補助及   負担金補助及び交付金 △511

費 び交付     生産調整推進補助金 △356

金     飼料用米等拡大支援事業補助金 △155

　計 161,259 △31,247 130,012 △15,033 △11,200 △5,014

（款）  6.商工費 （項）  1.商工費

 3.観光費 37,620 △9,707 27,913 △9,707 13.委託料 △6,369 ○観光事業　　　　　　　　　　　        △9,707

17.公有財 △3,338   委託料 △6,369

産購入     調査･測量・設計等

費   公有財産購入費 △3,338

    用地購入費

　計 134,125 △9,707 124,418 △9,707

（款）  7.土木費 （項）  1.道路橋りょう費

 2.交通安全 154,165 △6,555 147,610 7,056 3,600 △17,211 13.委託料 △6,130 ○防犯街灯事業　　　　　　　　　          △425

施設費 19.負担金 △425   負担金補助及び交付金 △425

補助及     防犯街灯新設補助金

び交付 ○社会資本整備総合交付金事業（交

金 安）　　　　　　　　　　　　　        △6,130

  委託料 △6,130

    調査･測量・設計等

 3.道路維持 199,577 3,360 202,937 3,360 13.委託料 △4,200 ○道路維持事業　　　　　　　　　          3,360

費 15.工事請 7,560   委託料 △4,200

負費     調査･測量・設計等

  工事請負費 7,560

    施設改修工事

（歳出）衛生費，農林水産業費，商工費，土木費

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節



- 27 -

（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

 4.道路改良 203,033 △85,260 117,773 △48,430 △35,800 △1,030 13.委託料 △29,710 ○道路改良新設事業　　　　　　　        △3,010

新設費 15.工事請 △30,280   委託料 △1,010

負費     調査･測量・設計等

17.公有財 △19,960   公有財産購入費 △1,000

産購入     用地購入費

費   補償補填及び賠償金 △1,000

22.補償補 △5,310 ○社会資本整備総合交付金事業（道

填及び 改）　　　　　　　　　　　　　       △82,250

賠償金   委託料 △28,700

    調査･測量・設計等

  工事請負費 △30,280

    道路改良工事

  公有財産購入費 △18,960

    用地購入費

  補償補填及び賠償金 △4,310

　計 626,770 △88,455 538,315 △41,374 △32,200 △14,881

（款）  7.土木費 （項）  3.都市計画費

 1.都市計画 63,165 △6,404 56,761 △3,963 △2,441 13.委託料 △3,111 ○都市計画一般事務費　　　　　　          △271

総務費 15.工事請 △127   委託料 △271

負費     立地適正化計画策定業務

19.負担金 △3,166 ○建築指導事業　　　　　　　　　        △1,827

補助及   委託料 △1,500

び交付     狭あい道路用地測量・登記事務

金   工事請負費 △127

    狭あい道路拡幅工事

  負担金補助及び交付金 △200

    狭あい道路隅切り用地奨励補助金

○住宅耐震事業　　　　　　　　　        △2,859

  負担金補助及び交付金 △2,859

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節



- 28 -

（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

    住宅耐震改修費補助金 △1,500

    住宅耐震診断補助金 △350

    木造住宅耐震シェルター等整備費

    補助金 △1,009

○住宅リフォーム補助事業　　　　          △107

  負担金補助及び交付金 △107

    住宅リフォーム補助金

○空家対策事業　　　　　　　　　        △1,340

  委託料 △1,340

    空家対策計画策定業務

　計 121,336 △6,404 114,932 △3,963 △2,441

（款）  8.消防費 （項）  1.消防費

 1.常備消防 451,675 △159 451,516 △159 19.負担金 △159 ○佐倉市八街市酒々井町消防組合負

費 補助及 担金　　　　　　　　　　　　　          △159

び交付   負担金補助及び交付金 △159

金     佐倉市八街市酒々井町消防組合負

    担金

 2.非常備消 19,989 0 19,989 277 △277 　財源内訳補正

防費

　計 472,289 △159 472,130 277 △436

（款）  9.教育費 （項）  1.教育総務費

 2.事務局費 377,730 1,905 379,635 △4,235 6,140  1.報酬 △1,849 ○教育総務一般事務費（学校教育課

 2.給料 △4,601 ）　　　　　　　　　　　　　　        △4,339

 3.職員手 △2,347   報酬 △1,425

当等     嘱託員

 4.共済費 △1,908   共済費 △1,638

 7.賃金 △1,165   賃金 △1,017

11.需用費 110     臨時職員

（歳出）土木費，消防費，教育費

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節



- 29 -

（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

12.役務費 15   需用費 110

13.委託料 △4,618     自動車需用費

19.負担金 △1,731   役務費 15

補助及     保険料

び交付   委託料 △384

金     スクールバス運行業務

25.積立金 19,999 ○児童生徒国際交流振興事業　　　         15,347

  共済費 △270

  賃金 △148

    臨時職員

  委託料 △4,234

    国際交流派遣業務

  積立金 19,999

    児童・生徒国際交流振興基金

○ふれあい教室運営事業　　　　　          △424

  報酬 △424

    嘱託員

○私立幼稚園就園奨励・補助事業　        △1,731

  負担金補助及び交付金 △1,731

    私立幼稚園就園奨励費補助金

○職員人件費（保育園）　　　　　        △6,948

  給料 △4,601

    一般職

  職員手当等 △2,347

　計 379,891 1,905 381,796 △4,235 6,140

（款）  9.教育費 （項）  2.小学校費

 1.学校管理 68,691 258 68,949 258 11.需用費 206 ○酒々井小学校管理事業（こども課

費 ）　　　　　　　　　　　　　　            258

  需用費 206

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

14.使用料 52     光熱水費

及び賃   使用料及び賃借料 52

借料     コピー機パフォーマンス料

 2.教育振興 23,709 △604 23,105 △604 13.委託料 △654 ○酒々井小学校教育振興事業（学校

費 20.扶助費 50 教育課）　　　　　　　　　　　          △312

  委託料 △362

    児童健康診断業務 △58

    教職員健康診断業務 △304

  扶助費 50

    特別支援教育就学奨励費

○大室台小学校教育振興事業（学校

教育課）　　　　　　　　　　　          △292

  委託料 △292

    児童健康診断業務 △68

    教職員健康診断業務 △224

　計 92,400 △346 92,054 △346

（款）  9.教育費 （項）  3.中学校費

 1.学校管理 79,722 267 79,989 267 11.需用費 131 ○中学校管理事業（こども課）　　            267

費 12.役務費 63   需用費 131

14.使用料 73     光熱水費

及び賃   役務費 63

借料     通信運搬費

  使用料及び賃借料 73

    コピー機パフォーマンス料

 2.教育振興 16,420 △1,593 14,827 △1,593 12.役務費 △198 ○中学校教育振興事業（学校教育課

費 13.委託料 △395 ）　　　　　　　　　　　　　　        △1,593

20.扶助費 △1,000   役務費 △198

    手数料

  委託料 △395

（歳出）教育費

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節



- 31 -

（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

    生徒健康診断業務 △83

    教職員健康診断業務 △312

  扶助費 △1,000

    要保護・準要保護生徒援助費

　計 96,142 △1,326 94,816 △1,326

（款）  9.教育費 （項）  4.社会教育費

 1.社会教育 51,454 △987 50,467 △1,236 249  1.報酬 28 ○社会教育一般事務費　　　　　　             28

総務費  8.報償費 △1,015   報酬 28

    家庭教育指導員

○学校教育支援促進事業　　　　　          △765

  報償費 △765

    学校支援運営委員 △105

    学校支援地域本部コーディネータ

    ー △550

    地域未来塾学習支援員 △110

○土曜日の教育支援体制等構築事業          △250

  報償費 △250

    土曜教育推進コーディネーター

 2.文化財保 34,197 △4,187 30,010 △770 △3,417  4.共済費 △46 ○文化財保護一般事務費　　　　　           △41

護費  8.報償費 △60   使用料及び賃借料 19

13.委託料 △48     文化財調査重機賃借料

14.使用料 19   負担金補助及び交付金 △60

及び賃     史跡ウォーク実行委員会補助金

借料 ○本佐倉城跡保存整備事業　　　　        △4,040

15.工事請 △3,992   委託料 △48

負費     史跡本佐倉城跡入口広場上水道引

    き込み工事設計業務

  工事請負費 △3,992

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

19.負担金 △60     史跡本佐倉城跡入口広場上水道引

補助及     き込み工事

び交付 ○墨古沢南Ⅰ遺跡保存整備事業　　          △106

金   共済費 △46

  報償費 △60

    墨古沢南Ⅰ遺跡調査指導謝礼 △30

    調査協力謝礼 △30

 3.公民館費 97,536 △16,714 80,822 △38 △335 △16,341  7.賃金 △1,350 ○公民館管理事業　　　　　　　　       △16,589

 8.報償費 △125   賃金 △1,350

11.需用費 △340     臨時職員

13.委託料 △1,058   需用費 △340

15.工事請 △13,841     光熱水費

負費   委託料 △1,058

    耐震補強工事監理業務 △968

    冷暖房設備管理業務 △90

  工事請負費 △13,841

    トイレ洋式化工事 △1,226

    非常用発電設備更新工事 △12,615

○公民館活動事業　　　　　　　　          △125

  報償費 △125

    講師謝礼

 4.青少年健 3,899 △981 2,918 △600 △381  1.報酬 △56 ○青少年健全育成事業　　　　　　          △110

全育成費  9.旅費 △5   報酬 △56

11.需用費 △40     青少年問題協議会委員

12.役務費 △4   使用料及び賃借料 △54

14.使用料 △169     ＤＶＤ賃借料

及び賃 ○青少年交流事業　　　　　　　　          △871

借料   旅費 △5

  需用費 △40

    食糧費

（歳出）教育費

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節



- 33 -

（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

19.負担金 △707   役務費 △4

補助及     通信運搬費

び交付   使用料及び賃借料 △115

金     有料道路・駐車場使用料 △15

    施設使用料 △30

    車両賃借料 △70

  負担金補助及び交付金 △707

    委員研修等補助金

 5.同和対策 855 △25 830 △25  8.報償費 △25 ○同和対策集会所事業　　　　　　           △25

集会所費   報償費 △25

    講師謝礼

 6.プリミエ 86,343 △210 86,133 △210  1.報酬 △1,531 ○プリミエール管理事業　　　　　          1,501

ール費  4.共済費 △149   需用費 1,501

 7.賃金 △70     光熱水費

11.需用費 1,501 ○プリミエール運営事業　　　　　        △1,711

14.使用料 39   報酬 △1,531

及び賃     嘱託員

借料   共済費 △149

  賃金 △70

    臨時職員

  使用料及び賃借料 39

    コピー機パフォーマンス料

　計 274,284 △23,104 251,180 △2,044 △935 △20,125

（款）  9.教育費 （項）  5.保健体育費

 1.保健体育 27,380 △42 27,338 △42  7.賃金 △3 ○保健体育活動事業　　　　　　　           △42

総務費  9.旅費 △21   賃金 △3

13.委託料 △3     臨時職員

  旅費 △21

  委託料 △3

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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（単位　千円）

一　　般

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

19.負担金 △15     折込料

補助及   負担金補助及び交付金 △15

び交付     スポーツ少年団負担金 △6

金     郡市スポーツ・レクリエーション

    祭負担金 △9

 2.体育施設 847 1 848 1 11.需用費 10 ○体育施設管理事業　　　　　　　              1

費 12.役務費 △9   需用費 10

    光熱水費

  役務費 △9

    手数料

 3.給食セン 206,742 0 206,742 △1,582 1,582 　財源内訳補正

ター費

　計 234,969 △41 234,928 △1,582 1,541

（款） 10.公債費 （項）  1.公債費

 1.元金 386,247 1,265 387,512 1,265 23.償還金 1,265 ○公債費元金償還事業　　　　　　          1,265

利子及   償還金利子及び割引料 1,265

び割引     償還金

料

 2.利子 37,966 △5,256 32,710 △5,256 23.償還金 △5,256 ○公債費利子償還事業　　　　　　        △5,256

利子及   償還金利子及び割引料 △5,256

び割引     償還金

料

　計 424,213 △3,991 420,222 △3,991

（歳出）教育費，公債費

説　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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　1 特　別　職

期 末 手 当 そ の 他 の
年 間 支 給 率 手 当

（人） （千円） （千円）（千円、月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

11,698

(4.40)

18,154

(3.45)

その他の

特 別 職

計 552 152,110 25,080 29,852 1,506 405 208,953 35,685 244,638

11,698

(4.40)

18,154

(3.45)

その他の

特 別 職

計 593 158,791 25,080 29,852 1,506 405 215,634 37,616 253,250

 

 

 

 

その他の

特 別 職

計 △ 41 △ 6,681     △ 6,681 △ 1,931 △ 8,612

４．給与費明細書

区     分
職員数

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費
共 済 費 合 計 備 考

報 酬 給 料 地 域 手 当 計

6,408

補
　
正
　
後

長 等 3 25,080

533 99,490

45,097

議 員 16 52,620 70,774 20,821 91,595

1,506 405 38,689

99,490 8,456 107,946

補
　
正
　
前

長 等 3 25,080 1,506 405

574 106,171

議 員 16 52,620 70,774 20,821 91,595

10,387 116,558

38,689 6,408 45,097

   

106,171

比
　
　
　
較

長 等     

 

議 員    

△ 41 △ 6,681  

  

 

  

 △ 6,681 △ 1,931 △ 8,612
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　2　一　般　職

　(1)　総　括

給 料 職 員 手 当 計
（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 163 641,463 414,636 1,056,099 225,833 1,281,932

補 正 前 165 648,369 423,212 1,071,581 225,833 1,297,414

比 較 △ 2 △ 6,906 △ 8,576 △ 15,482 △ 15,482

扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 時間外勤務手当 通 勤 手 当
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 16,267 8,160 39,947 161,096 108,131 61,010 11,102

職 員 手 当 補 正 前 16,343 8,160 40,382 162,364 109,811 65,938 11,102

比 較 △ 76 △ 435 △ 1,268 △ 1,680 △ 4,928

住 居 手 当 宿 日 直 手 当
の 状 況 （千円） （千円）

補 正 後 7,898 1,025

補 正 前 8,087 1,025

比 較 △ 189

区 分

区 分

区 分 職 員 数 合 計 備　　　　　　　　　考
給　　　　　与　　　　　費

共 済 費
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　(2)　給料及び手当の増減額の明細

増 減 額

（千円） （千円）

給 料 △ 6,906 その他 △ 6,906

職 員 手 当 △ 8,576 制度改正に伴う増減分 △ 8,576 扶 養 手 当 △ 76 地 域 手 当 △ 435

期 末 手 当 △ 1,268 勤 勉 手 当 △ 1,680

時間外勤務
手 当 △ 4,928 住 居 手 当 △ 189

増　減　事　由　別　内　訳 説　　　　　　　　　　　　明
区 分 備　　考

（千円）
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(単位　千円）

平 成 27 年 度 末 平 成 28 年 度 末 平 成 29 年 度 末

現 在 高 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額 現 在 高 見 込 額

1. 1,250,689 1,361,932 305,300 108,543 1,558,689

（1）総 務 債 111,506 191,610 57,000 397 248,213

（2）民 生 債 39,346 49,203 93,900 851 142,252

（3）衛 生 債 155,443 155,846 15,400 10,296 160,950

(4) 農 林 水 産 業 債 0 2,400 0 0 2,400

（5）土 木 債 628,584 676,772 120,400 62,666 734,506

（6）消 防 債 28,540 21,903 0 5,093 16,810

（7）教 育 債 287,270 264,198 18,600 29,240 253,558

2. 3,500 3,383  433 2,950

（1）土 木 債 3,500 3,383 0 433 2,950

3. 3,793,721 3,792,439 275,100 278,536 3,789,003

（1）減 税 補 て ん 債 142,319 118,077 24,636 93,441

（2）臨 時 税 収 補 て ん 債 11,066 5,588 5,588 0

（3）臨 時 財 政 対 策 債 3,640,336 3,668,774 275,100 248,312 3,695,562

5,047,910 5,157,754 580,400 387,512 5,350,642

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　　　　　　　分
平 成 29 年 度 中 増 減 見 込 み

普 通 債

災 害 復 旧 債

そ の 他

合　　　　　　　　　計
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