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議案第 ８ 号 

 

 

   令和２年度中野市一般会計補正予算（第 10号） 

 

 

 

 令和２年度中野市一般会計補正予算（第 10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に歳入歳出それぞれ  440,963千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,533,080千円とする。  

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。  

 （債務負担行為の補正）  

第２条 債務負担行為の追加及び廃止は、｢第２表  債務負担行為補正」による。  

 （地方債の補正）  

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。  

 

 

 

 

 

 

 

   令和 ２ 年１１月３０日    提出 

            中 野 市 長   湯 本 隆 英 

 

令和 ２ 年１２月   日     決 

            中野市議会議長    町 田 博 文 



第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳　　入

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

（単位　千円）

13 使用料及び手数料 258,153 △13,179 244,974

1 使用料 164,072 △13,179 150,893

14 国庫支出金 7,527,273 153,543 7,680,816

1 国庫負担金 1,485,507 52,377 1,537,884

2 国庫補助金 6,031,015 100,775 6,131,790

3 委託金 10,751 391 11,142

15 県支出金 1,494,730 18,328 1,513,058

1 県負担金 677,845 25,710 703,555

2 県補助金 728,082 △7,382 720,700

17 寄附金 351,865 150,000 501,865

1 寄附金 351,865 150,000 501,865

18 繰入金 1,573,133 110,438 1,683,571

1 基金繰入金 1,573,133 110,438 1,683,571

21 市債 1,552,510 500 1,553,010

1 市債 1,552,510 500 1,553,010

22 法人事業税交付金 0 21,333 21,333

1 法人事業税交付金 0 21,333 21,333

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 27,092,117 440,963 27,533,080

歳　　出

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

（単位　千円）

1 議会費 185,253 △3,760 181,493

1 議会費 185,253 △3,760 181,493

2 総務費 7,585,509 197,680 7,783,189

1 総務管理費 7,155,536 198,250 7,353,786

2 徴税費 245,237 △3,416 241,821

3 戸籍住民基本台帳費 104,654 △1,895 102,759

(  2  ) (  3  )
(一般補１０)



款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

（単位　千円）

4 選挙費 36,482 3,356 39,838

5 統計調査費 31,954 1,432 33,386

6 監査委員費 11,646 △47 11,599

3 民生費 7,307,239 77,675 7,384,914

1 社会福祉費 3,693,269 99,505 3,792,774

2 児童福祉費 3,271,503 △22,381 3,249,122

3 生活保護費 342,461 551 343,012

4 衛生費 1,615,267 141,273 1,756,540

1 保健衛生費 1,145,077 △9,243 1,135,834

2 清掃費 470,190 150,516 620,706

5 労働費 28,840 △77 28,763

1 労働諸費 28,840 △77 28,763

6 農林水産業費 1,307,444 △7,362 1,300,082

1 農業費 1,260,523 △7,362 1,253,161

7 商工費 1,028,160 73,873 1,102,033

1 商工費 1,028,160 73,873 1,102,033

8 土木費 2,363,763 △12,447 2,351,316

1 土木管理費 184,396 △7,041 177,355

2 道路橋梁費 1,097,069 6,962 1,104,031

4 都市計画費 1,000,082 △5,935 994,147

5 住宅費 57,918 △6,433 51,485

9 消防費 845,576 △35,399 810,177

1 消防費 845,576 △35,399 810,177

10 教育費 2,231,681 9,507 2,241,188

1 教育総務費 193,364 38 193,402

4 社会教育費 575,126 2,501 577,627

5 学校給食費 417,497 6,968 424,465

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計 27,092,117 440,963 27,533,080

(  4  ) (  5  )
(一般補１０)



第　２　表　　　債　務　負　担　行　為　補　正

（追加）

事 項

 高遠山古墳保存整備事業費

期 間 限 度 額

令和３年度 15,000千円

（　6　）



　(変更) （単位　千円）

　　　　　　　　　　　
 　　　　  　　　 　　　　　　　　　　 　　　　  　　　　  　　　 　　　　　　　　　　 　　　　

 　　　　　　　　　　 　　　　  　　　 　　　　　　　　　　 　　　　  　　　　  　　　 　　　　　　　　　　 　　　　

証書借入 証書借入

 　ただし、  　ただし、

 他の都合に  他の都合に
 より据置期  より据置期

証券発行  間及び償還 証券発行  間及び償還
 期限を短縮  期限を短縮
 し、又は繰  し、又は繰
 上償還若し  上償還若し
 くは低利に  くは低利に
 借換えるこ  借換えるこ

率）

 とができる。  とができる。

後において
は、当該見 は、当該見
直し後の利 直し後の利

について、
利率の見直 利率の見直
しを行った しを行った

（ただし、  その債権者

 市財政その

利率見直し  と協議する。 利率見直し  と協議する。
方式で借り 方式で借り
入れる資金  市財政その 又は 入れる資金

以 内  銀行その他
 の場合には  の場合には

 その融通条
3.5%  件により、 3.5%  件により、

　 政府資金
 については、  については、

災 害 復 旧 事 業 9,900 10,400

　 政府資金

 その融通条

以 内  銀行その他

（ただし、  その債権者

又は
について、

後において

率）

第　３　表　　　地　方　債　補　正

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

起債の目的
起債の 起債の

限度額 利 率 償還の方法 限度額 利 率 償還の方法
方  法 方  法

（　7　）



（単位　千円）

令和 2年度　中野市 一般会計

歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳　  入)

款 補  正  前  の  額 補　正　額 計

13 使用料及び手数料 258,153 △13,179 244,974

14 国庫支出金 7,527,273 153,543 7,680,816

15 県支出金 1,494,730 18,328 1,513,058

17 寄附金 351,865 150,000 501,865

18 繰入金 1,573,133 110,438 1,683,571

21 市債 1,552,510 500 1,553,010

22 法人事業税交付金 0 21,333 21,333

27,092,117 440,963 27,533,080歳　　入　　合　　計

(一般補１０)

(  9  )



(歳　  出)

補　正　前　の　額 補　正　額 計

（単位　千円）

　　補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳　　

特　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源

国  県  支  出  金 地　　方　　債 そ　　の　　他

一　  般　  財　  源
款

1 議会費 185,253 △3,760 181,493 0 0 0 △3,760

2 総務費 7,585,509 197,680 7,783,189 0 0 150,000 47,680

3 民生費 7,307,239 77,675 7,384,914 77,891 0 0 △216

4 衛生費 1,615,267 141,273 1,756,540 75,332 0 △13,179 79,120

5 労働費 28,840 △77 28,763 0 0 0 △77

6 農林水産業費 1,307,444 △7,362 1,300,082 2,002 0 0 △9,364

7 商工費 1,028,160 73,873 1,102,033 15,421 0 80,255 △21,803

8 土木費 2,363,763 △12,447 2,351,316 0 0 0 △12,447

9 消防費 845,576 △35,399 810,177 0 0 0 △35,399

10 教育費 2,231,681 9,507 2,241,188 0 0 0 9,507

27,092,117 440,963 27,533,080 170,646 0 217,076 53,241歳　　出　　合　　計

(  10  )

(一般補１０)

(  11  )



2　歳　　入

13 款 使用料及び手数料 △13,179千円 （単位　千円）

項　　　　　　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(1) 使用料 164,072 △13,179 150,893

3 衛生使用料 19,250 △13,179 6,071 1 保健衛生使用料 △13,179 ・霊園使用料

258,153 △13,179 244,974　 計

14 款 国庫支出金 153,543千円 （単位　千円）

項　　　　　　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(1) 国庫負担金 1,485,507 52,377 1,537,884

1 民生費国庫負担金 1,431,715 51,152 1,482,867 1 社会福祉費負担金 51,152 ・障がい者自立支援給付費負担金 40,757
・障がい者医療費負担金 1,339
・障がい児施設措置費負担金 9,056

4 災害復旧費国庫負担金 0 1,225 1,225 1 公共土木施設災害 1,225 ・令和元年東日本台風公共土木施設災害復旧事業負担金
復旧費負担金 　（過年度分）

(2) 国庫補助金 6,031,015 100,775 6,131,790

1 総務費国庫補助金 5,391,758 24,805 5,416,563 1 総務管理費補助金 24,805 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

2 民生費国庫補助金 243,251 638 243,889 1 社会福祉費補助金 405 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 270
・医療的ケア児等総合支援事業補助金 135

2 児童福祉費補助金 233 ・母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金

3 衛生費国庫補助金 14,572 75,332 89,904 1 保健衛生費補助金 75,332 ・災害等廃棄物処理事業費補助金

(3) 委託金 10,751 391 11,142

2 民生費委託金 9,473 391 9,864 1 社会福祉費委託金 391 ・国民年金事務費市町村交付金 108
・年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 283

7,527,273 153,543 7,680,816　 計

15 款 県支出金 18,328千円 （単位　千円）

項　　　　　　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(1) 県負担金 677,845 25,710 703,555

2 民生費県負担金 507,541 25,710 533,251 1 社会福祉費負担金 25,710 ・民生児童委員交付金 135
・障がい者自立支援給付費負担金 20,378
・障がい児施設措置費負担金 4,528
・障がい者医療費負担金 669

(2) 県補助金 728,082 △7,382 720,700

1 総務費県補助金 101,139 △9,384 91,755 1 総務管理費補助金 △9,384 ・地域支えあいプラスワン消費促進事業補助金

(一般補１０)

(  12  ) (  13  )



15 款 県支出金 （単位　千円）

項　　　　　　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

4 農林水産業費県補助金 314,254 2,002 316,256 1 農業費補助金 2,002 ・農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金

1,494,730 18,328 1,513,058　 計

17 款 寄附金 150,000千円 （単位　千円）

項　　　　　　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(1) 寄附金 351,865 150,000 501,865

1 総務費寄附金 350,000 150,000 500,000 1 総務管理費寄附金 150,000 ・ふるさと寄附金

351,865 150,000 501,865　 計

18 款 繰入金 110,438千円 （単位　千円）

項　　　　　　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(1) 基金繰入金 1,573,133 110,438 1,683,571

1 財政調整基金繰入金 961,590 30,183 991,773 1 財政調整基金繰入 30,183
金

5 ふるさと振興基金繰入 282,500 80,255 362,755 1 ふるさと振興基金 80,255
金 繰入金

1,573,133 110,438 1,683,571　 計

21 款 市債 500千円 （単位　千円）

項　　　　　　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(1) 市債 1,552,510 500 1,553,010

9 災害復旧事業債 9,900 500 10,400 2 公共土木施設災害 500 ・令和元年東日本台風公共土木施設補助災害復旧事業債
復旧事業債 　（過年度分）

1,552,510 500 1,553,010　 計

(一般補１０)

(  14  ) (  15  )



22 款 法人事業税交付金 21,333千円 （単位　千円）

項　　　　　　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(1) 法人事業税交付金 0 21,333 21,333

1 法人事業税交付金 0 21,333 21,333 1 法人事業税交付金 21,333

0 21,333 21,333　 計

(一般補１０)

(  16  ) (  17  )



3　歳　　出

1 款 議会費 △3,760千円 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

(1) 議会費 185,253 △3,760 181,493 △3,760

1 議会費 185,253 △3,760 181,493 △3,760 1 報酬 △1,442

△2,001 2 給料 △877 ◎議員人件費 △2,001
　 1　報酬

3 職員手当等 △1,256 　　　・議員報酬　１８人分 △1,442
　 3　職員手当等

4 共済費 △185 　　　・議員期末手当 △559

△1,759 ◎職員人件費 △1,759
　 2　給料
　　　・常勤一般職　５人分 △877
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 84
　　　・期末手当 △337
　　　・勤勉手当 △248
　　　・寒冷地手当 14
　　　・児童手当 △210
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △185

185,253 △3,760 181,493 △3,760計

2 款 総務費 197,680千円 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

(1) 総務管理費 7,155,536 198,250 7,353,786 150,000 48,250

1 一般管理費 791,019 49,293 840,312 49,293 2 給料 23,075

49,293 3 職員手当等 17,028 ◎職員人件費 49,293
　 2　給料

4 共済費 9,190 　　　・常勤一般職　５８人分 23,075
　 3　職員手当等
　　　・特別職期末手当 △102
　　　・扶養手当 2,097
　　　・住居手当 1,462
　　　・通勤手当 △93
　　　・管理職手当 △649
　　　・期末手当 6,590
　　　・勤勉手当 6,053
　　　・寒冷地手当 575
　　　・児童手当 1,095
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 9,220
　　　・地方公務員災害補償基金負担金 △30

6 諸費 36,635 △1,085 35,550 △1,085 8 旅費 △85

(一般補１０)

(  18  ) (  19  )

ws3408
四角形

ws3408
四角形

ws3408
四角形



2 款 総務費 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

12 委託料 △1,000
△1,085 ◎自治会振興事業費 △1,085

　 8　旅費
　　　・普通旅費 △85
　12　委託料 △1,000
　　　・行政推進事務委託料

10 政策費 5,106,892 150,000 5,256,892 150,000 24 積立金 150,000

150,000 ◎政策推進事業費 150,000
（寄）ふるさと寄附金 150,000 　24　積立金

　　　・ふるさと振興基金積立金 150,000

13 情報通信施設費 41,363 42 41,405 42 3 職員手当等 △18

42 4 共済費 60 ◎職員人件費 42
　 3　職員手当等
　　　・期末手当 △13
　　　・勤勉手当 △5
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 60

(2) 徴税費 245,237 △3,416 241,821 △3,416

2 税務総務費 133,238 △3,833 129,405 △3,833 2 給料 △474

△3,833 3 職員手当等 △2,971 ◎職員人件費 △3,833
　 2　給料

4 共済費 △388 　　　・常勤一般職　２３人分 △474
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 △240
　　　・住居手当 △816
　　　・通勤手当 456
　　　・管理職手当 △88
　　　・期末手当 △863
　　　・勤勉手当 △632
　　　・寒冷地手当 △128
　　　・児童手当 △660
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △388

3 賦課徴収費 111,893 417 112,310 417 1 報酬 417

417 ◎賦課徴収事務費 417
　 1　報酬
　　　・非常勤一般職報酬　７人分 417

(3) 戸籍住民基本台帳費 104,654 △1,895 102,759 △1,895

1 戸籍住民基本台帳費 104,654 △1,895 102,759 △1,895 2 給料 △580

△1,895 3 職員手当等 △1,072 ◎職員人件費 △1,895
　 2　給料

4 共済費 △243 　　　・常勤一般職　６人分 △580
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 △258
　　　・通勤手当 61

(一般補１０)
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2 款 総務費 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

　　　・管理職手当 △88
　　　・期末手当 △487
　　　・勤勉手当 △300
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △243

(4) 選挙費 36,482 3,356 39,838 3,356

1 選挙管理委員会費 17,100 3,356 20,456 3,356 2 給料 1,542

3,356 3 職員手当等 1,313 ◎職員人件費 3,356
　 2　給料

4 共済費 501 　　　・常勤一般職　２人分 1,542
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 120
　　　・通勤手当 13
　　　・管理職員特別勤務手当 204
　　　・期末手当 530
　　　・勤勉手当 405
　　　・寒冷地手当 41
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 501

(5) 統計調査費 31,954 1,432 33,386 1,432

1 統計調査費 31,954 1,432 33,386 1,432 2 給料 119

1,432 3 職員手当等 1,344 ◎職員人件費 1,432
　 2　給料

4 共済費 △31 　　　・常勤一般職　２人分 119
　 3　職員手当等
　　　・通勤手当 △24
　　　・時間外勤務手当 1,373
　　　・期末手当 11
　　　・勤勉手当 △16
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △31

(6) 監査委員費 11,646 △47 11,599 △47

1 監査委員費 11,646 △47 11,599 △47 3 職員手当等 △34

△47 4 共済費 △13 ◎職員人件費 △47
　 3　職員手当等
　　　・期末手当 △23
　　　・勤勉手当 △11
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △13

7,585,509 197,680 7,783,189 150,000 47,680計

(一般補１０)
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3 款 民生費 77,675千円 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

(1) 社会福祉費 3,693,269 99,505 3,792,774 77,658 21,847

1 社会福祉総務費 329,452 △9,903 319,549 593 △10,496 2 給料 △4,036

188 △10,226 3 職員手当等 △4,540 ◎職員人件費 △10,038
（国）国民年金事務費市町村交付金 20 　 2　給料
（国）年金生活者支援給付金支給業務市町村 4 共済費 △1,462 　　　・常勤一般職　２５人分 △4,036
　　　事務取扱交付金 168 　 3　職員手当等

18 負担金補助及び 135 　　　・扶養手当 △1,056
交付金 　　　・住居手当 740

　　　・通勤手当 △29
　　　・期末手当 △1,991
　　　・勤勉手当 △1,364
　　　・寒冷地手当 △90
　　　・児童手当 △750
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △1,462

135 ◎地域福祉推進事業費 135
（県）民生児童委員交付金 135 　18　負担金補助及び交付金

　　　・民生児童委員交付金 135

270 △270 ◎生活困窮者自立支援事業費
（国）生活困窮者就労準備支援事業費等補助
　　　金 270

2 障がい者福祉費 1,100,473 102,304 1,202,777 76,862 25,442 19 扶助費 102,304

76,727 25,577 ◎自立支援事業費 102,304
（国）障がい者自立支援給付費負担金 40,757 　19　扶助費
（国）障がい者医療費負担金 1,339 　　　・自立支援医療給付費 2,678
（国）障がい児施設措置費負担金 9,056 　　　・身体障がい者補装具給付費 5,189
（県）障がい者自立支援給付費負担金 20,378 　　　・居宅介護給付費 3,407
（県）障がい児施設措置費負担金 4,528 　　　・重度訪問介護給付費 △1,914
（県）障がい者医療費負担金 669 　　　・行動援護給付費 611

　　　・同行援護給付費 △855
　　　・療養介護給付費 4,449
　　　・生活介護給付費 33,787
　　　・短期入所給付費 △546
　　　・施設入所支援給付費 4,351
　　　・共同生活援助給付費 17
　　　・自立訓練給付費 1,408
　　　・就労移行支援給付費 △8,898
　　　・就労継続支援給付費 35,160
　　　・就労定着支援給付費 300
　　　・相談支援給付費 5,047
　　　・障がい児相談支援給付費 2,936
　　　・児童発達支援給付費 5,007
　　　・放課後等デイサービス給付費 8,034
　　　・保育所等訪問支援給付費 2,136

135 △135 ◎地域生活支援事業費
（国）医療的ケア児等総合支援事業補助金135

4 高齢者福祉費 1,374,605 5,958 1,380,563 5,958 27 繰出金 5,958

5,958 ◎介護保険事業特別会計繰出金 5,958

(一般補１０)
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3 款 民生費 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

　27　繰出金
　　　・介護保険事業特別会計繰出金 5,958

6 社会就労センター費 77,106 900 78,006 900 3 職員手当等 770

900 4 共済費 130 ◎職員人件費 900
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 300
　　　・住居手当 316
　　　・通勤手当 △24
　　　・期末手当 25
　　　・勤勉手当 △19
　　　・寒冷地手当 52
　　　・児童手当 120
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 130

7 国民年金費 1,210 246 1,456 203 43 8 旅費 △37

203 43 12 委託料 245 ◎国民年金事務費 246
（国）国民年金事務費市町村交付金 88 　 8　旅費
（国）年金生活者支援給付金支給業務市町村 18 負担金補助及び △5 　　　・普通旅費 △37
　　　事務取扱交付金 115 交付金 　12　委託料 245

　　　・システム改修業務委託料
22 償還金利子及び 43 　18　負担金補助及び交付金

割引料 　　　・会議等出席負担金 △5
　22　償還金利子及び割引料
　　　・年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取 43
　　　　扱交付金返還金（過年度分）

(2) 児童福祉費 3,271,503 △22,381 3,249,122 233 △22,614

1 児童福祉総務費 263,933 243 264,176 243 2 給料 240

243 3 職員手当等 △294 ◎職員人件費 243
　 2　給料

4 共済費 297 　　　・常勤一般職　１９人分 240
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 110
　　　・住居手当 △270
　　　・通勤手当 75
　　　・期末手当 △230
　　　・勤勉手当 △88
　　　・寒冷地手当 24
　　　・児童手当 85
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 297

3 保育所費 1,907,237 △22,974 1,884,263 △22,974 1 報酬 50,829

△76,591 2 給料 △49,280 ◎職員人件費 △76,591
　 2　給料

3 職員手当等 △18,033 　　　・常勤一般職　１００人分 △20,864
　　　・非常勤一般職　７４人分 △28,416

4 共済費 △7,072 　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 180

8 旅費 △1,718 　　　・住居手当 705

(一般補１０)
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3 款 民生費 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

12 委託料 1,000 　　　・通勤手当 23
　　　・期末手当 △6,303

21 補償補塡及び 1,300 　　　・勤勉手当 △5,462
賠償金 　　　・寒冷地手当 △340

　　　・児童手当 △215
　　　・非常勤一般職通勤手当 △1,316
　　　・非常勤一般職期末手当（フルタイム） △7,511
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △7,072

51,317 ◎保育所運営事業費 51,317
　 1　報酬
　　　・非常勤一般職報酬　１５５人分 50,829
　 3　職員手当等
　　　・非常勤一般職期末手当（パートタイム） 2,206
　 8　旅費
　　　・非常勤一般職費用弁償（通勤費用） △1,718

2,300 ◎保育所維持整備事業費 2,300
　12　委託料 1,000
　　　・用地測量委託料
　21　補償補塡及び賠償金
　　　・畑地かんがい用水施設撤去ほか補償料 1,300

7 児童扶養手当費 173,765 350 174,115 233 117 12 委託料 350

233 117 ◎児童扶養手当給付事業費 350
（国）母子家庭等対策総合支援事業費国庫補 　12　委託料 350
　　　助金 233 　　　・児童扶養手当システム改修委託料

(3) 生活保護費 342,461 551 343,012 551

1 生活保護総務費 42,112 551 42,663 551 2 給料 52

551 3 職員手当等 294 ◎職員人件費 551
　 2　給料

4 共済費 205 　　　・常勤一般職　５人分 52
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 430
　　　・住居手当 △36
　　　・通勤手当 △24
　　　・期末手当 △153
　　　・勤勉手当 △161
　　　・寒冷地手当 118
　　　・児童手当 120
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 205

7,307,239 77,675 7,384,914 77,891 △216計

(一般補１０)
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4 款 衛生費 141,273千円 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

(1) 保健衛生費 1,145,077 △9,243 1,135,834 △13,179 3,936

1 保健衛生総務費 526,656 △4,359 522,297 △4,359 2 給料 △5,034

△9,214 3 職員手当等 △2,352 ◎職員人件費 △9,214
　 2　給料

4 共済費 △1,828 　　　・常勤一般職　１６人分 △5,034
　 3　職員手当等

27 繰出金 4,855 　　　・扶養手当 258
　　　・通勤手当 68
　　　・期末手当 △1,705
　　　・勤勉手当 △1,356
　　　・寒冷地手当 △37
　　　・児童手当 420
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △1,828

4,855 ◎国民健康保険事業特別会計繰出金 4,855
　27　繰出金
　　　・国民健康保険事業特別会計繰出金 4,855

4 母子保健推進費 98,042 14,802 112,844 14,802 2 給料 9,045

14,802 3 職員手当等 3,141 ◎職員人件費 14,802
　 2　給料

4 共済費 2,616 　　　・常勤一般職　４人分 9,045
　 3　職員手当等
　　　・住居手当 53
　　　・通勤手当 9
　　　・期末手当 1,726
　　　・勤勉手当 1,257
　　　・寒冷地手当 96
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 2,616

7 公害対策費 75,828 △6,507 69,321 △6,507 2 給料 △1,857

△6,507 3 職員手当等 △3,560 ◎職員人件費 △6,507
　 2　給料

4 共済費 △1,090 　　　・常勤一般職　１１人分 △1,857
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 △540
　　　・住居手当 △306
　　　・通勤手当 △251
　　　・期末手当 △971
　　　・勤勉手当 △584
　　　・寒冷地手当 △38
　　　・児童手当 △870
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △1,090

8 霊園管理費 20,264 △13,179 7,085 △13,179 14 工事請負費 △13,179

△13,179 ◎霊園管理事業費 △13,179
（使）霊園使用料 △13,179 　14　工事請負費 △13,179

　　　・合葬式墓地整備工事費

(一般補１０)
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4 款 衛生費 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

(2) 清掃費 470,190 150,516 620,706 75,332 75,184

1 清掃総務費 365,807 △148 365,659 △148 3 職員手当等 △141

△148 4 共済費 △7 ◎職員人件費 △148
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 △78
　　　・期末手当 △19
　　　・勤勉手当 △6
　　　・寒冷地手当 △38
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △7

2 ごみ処理費 104,383 150,664 255,047 75,332 75,332 12 委託料 150,664

75,332 75,332 ◎令和元年東日本台風災害関連事業費 150,664
（国）災害等廃棄物処理事業費補助金 75,332 　12　委託料 150,664

　　　・公費解体業務委託料

1,615,267 141,273 1,756,540 75,332 △13,179 79,120計

5 款 労働費 △77千円 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

(1) 労働諸費 28,840 △77 28,763 △77

1 労働諸費 28,840 △77 28,763 △77 3 職員手当等 △15

△77 4 共済費 △62 ◎職員人件費 △77
　 3　職員手当等
　　　・期末手当 △10
　　　・勤勉手当 △5
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △62

28,840 △77 28,763 △77計

6 款 農林水産業費 △7,362千円 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

(1) 農業費 1,260,523 △7,362 1,253,161 2,002 △9,364

(一般補１０)

(  32  ) (  33  )



6 款 農林水産業費 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 農業委員会費 53,954 △1,030 52,924 △1,030 2 給料 △86

△1,030 3 職員手当等 △763 ◎職員人件費 △1,030
　 2　給料

4 共済費 △181 　　　・常勤一般職　４人分 △86
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 △438
　　　・通勤手当 △35
　　　・期末手当 △197
　　　・勤勉手当 △55
　　　・寒冷地手当 △38
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △181

2 農業総務費 912,136 △8,976 903,160 △8,976 2 給料 △552

△976 3 職員手当等 △441 ◎職員人件費 △976
　 2　給料

4 共済費 17 　　　・常勤一般職　２１人分 △552
　 3　職員手当等

18 負担金補助及び △8,000 　　　・扶養手当 402
交付金 　　　・住居手当 △494

　　　・通勤手当 △124
　　　・管理職手当 88
　　　・期末手当 △338
　　　・勤勉手当 △198
　　　・寒冷地手当 53
　　　・児童手当 170
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 17

△8,000 ◎農業総務費 △8,000
　18　負担金補助及び交付金
　　　・災害派遣職員負担金 △8,000

5 農地費 154,634 2,644 157,278 2,002 642 10 需用費 642

2,002 642 12 委託料 2,002 ◎農業用ため池防災減災対策事業費 2,644
（県）農業水路等長寿命化・防災減災事業補 　10　需用費
　　　助金 2,002 　　　・印刷製本費 642

　12　委託料 2,002
　　　・農業用ため池防災減災対策事業委託料

1,307,444 △7,362 1,300,082 2,002 △9,364計

7 款 商工費 73,873千円 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

(1) 商工費 1,028,160 73,873 1,102,033 15,421 80,255 △21,803

(一般補１０)

(  34  ) (  35  )
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7 款 商工費 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 商工総務費 82,217 △9,179 73,038 △9,179 2 給料 △4,458

△9,179 3 職員手当等 △3,142 ◎職員人件費 △9,179
　 2　給料

4 共済費 △1,579 　　　・常勤一般職　１１人分 △4,458
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 △480
　　　・通勤手当 △26
　　　・管理職手当 △88
　　　・期末手当 △1,394
　　　・勤勉手当 △913
　　　・寒冷地手当 △141
　　　・児童手当 △100
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △1,579

2 商工振興費 663,640 △38,309 625,331 △24,579 △4,000 △9,730 18 負担金補助及び △38,309
交付金

△24,579 ◎商工業振興事業費 △24,579
（国）新型コロナウイルス感染症対応地方創 　18　負担金補助及び交付金
　　　生臨時交付金 △15,195 　　　・新型コロナウイルス拡大防止協力金等市負担 △5,100
（県）地域支えあいプラスワン消費促進事業 　　　　金
　　　補助金 △9,384 　　　・信州なかの未来券発行事業補助金 △19,479

△4,000 △9,730 ◎まちづくり推進事業費 △13,730
（繰）ふるさと振興基金繰入金 △4,000 　18　負担金補助及び交付金

　　　・信州中野おごっそフェア開催事業補助金 △13,730

3 観光費 97,211 △2,894 94,317 △2,894 18 負担金補助及び △2,894
交付金

△2,172 ◎観光振興事業費 △2,172
　18　負担金補助及び交付金
　　　・SEA TO SUMMIT負担金 △1,972
　　　・高社山フェスティバル負担金 △200

△722 ◎観光イベント事業費 △722
　18　負担金補助及び交付金
　　　・なかの街並みウォーキング負担金 △500
　　　・もみじ祭り負担金 △222

4 国際・都市間交流費 185,092 124,255 309,347 40,000 84,255 10 需用費 67,425

85,255 12 委託料 5,000 ◎故郷のふるさと情報発信事業費 85,255
（繰）ふるさと振興基金繰入金 85,255 　10　需用費

13 使用料及び賃借料 17,830 　　　・消耗品費 67,425
　13　使用料及び賃借料

14 工事請負費 35,000 　　　・ふるさと寄附金公金支払システム使用料 17,830

△1,000 18 負担金補助及び △1,000 ◎姉妹都市等交流事業費 △1,000
（繰）ふるさと振興基金繰入金 △1,000 交付金 　18　負担金補助及び交付金

　　　・北茨城市姉妹都市提携40周年記念事業負担金 △1,000

40,000 ◎関係人口創出事業費 40,000
（国）新型コロナウイルス感染症対応地方創 　12　委託料 5,000
　　　生臨時交付金 40,000 　　　・設計監理委託料

　　　・関係人口創出事業委託料
　14　工事請負費 35,000

(一般補１０)

(  36  ) (  37  )
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7 款 商工費 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

　　　・リビングシフト促進拠点整備工事費

1,028,160 73,873 1,102,033 15,421 80,255 △21,803計

8 款 土木費 △12,447千円 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

(1) 土木管理費 184,396 △7,041 177,355 △7,041

1 土木総務費 99,793 △7,041 92,752 △7,041 2 給料 △4,004

△7,041 3 職員手当等 △1,894 ◎職員人件費 △7,041
　 2　給料

4 共済費 △1,143 　　　・常勤一般職　１５人分 △4,004
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 △36
　　　・住居手当 170
　　　・通勤手当 24
　　　・管理職手当 96
　　　・期末手当 △1,467
　　　・勤勉手当 △741
　　　・寒冷地手当 △60
　　　・児童手当 120
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △1,143

(2) 道路橋梁費 1,097,069 6,962 1,104,031 6,962

3 道路新設改良費 248,584 6,962 255,546 6,962 2 給料 4,159

6,962 3 職員手当等 1,849 ◎職員人件費 6,962
　 2　給料

4 共済費 954 　　　・常勤一般職　６人分 4,159
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 237
　　　・住居手当 36
　　　・通勤手当 24
　　　・期末手当 615
　　　・勤勉手当 511
　　　・寒冷地手当 126
　　　・児童手当 300
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 954

(4) 都市計画費 1,000,082 △5,935 994,147 △5,935

1 都市計画総務費 52,949 △4,179 48,770 △4,179 2 給料 △1,903

△4,179 3 職員手当等 △1,567 ◎職員人件費 △4,179

(一般補１０)

(  38  ) (  39  )
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8 款 土木費 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

4 共済費 △709 　 2　給料
　　　・常勤一般職　５人分 △1,903
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 △324
　　　・管理職手当 △88
　　　・期末手当 △667
　　　・勤勉手当 △436
　　　・寒冷地手当 △52
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △709

4 公園緑地費 132,557 △1,756 130,801 △1,756 2 給料 △621

△1,756 3 職員手当等 △872 ◎職員人件費 △1,756
　 2　給料

4 共済費 △263 　　　・常勤一般職　３人分 △621
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 △300
　　　・通勤手当 26
　　　・期末手当 △212
　　　・勤勉手当 △102
　　　・寒冷地手当 △104
　　　・児童手当 △180
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △263

(5) 住宅費 57,918 △6,433 51,485 △6,433

1 住宅管理費 57,918 △6,433 51,485 △6,433 2 給料 △4,973

△3,741 △6,433 3 職員手当等 △3,460 ◎職員人件費 △10,174
（使）市営住宅使用料 △3,741 　 2　給料

4 共済費 △1,741 　　　・常勤一般職　５人分 △4,973
　 3　職員手当等

10 需用費 500 　　　・扶養手当 △480
　　　・住居手当 △210

14 工事請負費 3,241 　　　・期末手当 △1,505
　　　・勤勉手当 △1,042
　　　・寒冷地手当 △103
　　　・児童手当 △120
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △1,741

500 ◎市営住宅管理事業費 500
（使）市営住宅使用料 500 　10　需用費

　　　・修繕料 500

3,241 ◎市営住宅維持整備事業費 3,241
（使）市営住宅使用料 3,241 　14　工事請負費 3,241

　　　・市営住宅改修工事費

2,363,763 △12,447 2,351,316 △12,447計

(一般補１０)

(  40  ) (  41  )
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9 款 消防費 △35,399千円 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

(1) 消防費 845,576 △35,399 810,177 △35,399

1 常勤消防費 685,934 △35,399 650,535 △35,399 2 給料 △1,975

△4,348 3 職員手当等 △1,742 ◎職員人件費 △4,348
　 2　給料

4 共済費 △631 　　　・常勤一般職　１人分 △1,975
　 3　職員手当等

18 負担金補助及び △31,051 　　　・扶養手当 △159
交付金 　　　・通勤手当 △78

　　　・期末手当 △652
　　　・勤勉手当 △684
　　　・寒冷地手当 △89
　　　・児童手当 △80
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △631

△31,051 ◎岳南広域消防組合負担金 △31,051
　18　負担金補助及び交付金
　　　・岳南広域消防組合分担金 △31,051

845,576 △35,399 810,177 △35,399計

10 款 教育費 9,507千円 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

(1) 教育総務費 193,364 38 193,402 38

2 教育委員会事務局費 186,143 38 186,181 38 2 給料 6

38 3 職員手当等 △631 ◎職員人件費 38
　 2　給料

4 共済費 663 　　　・常勤一般職　１３人分 6
　 3　職員手当等
　　　・教育長期末手当 99
　　　・扶養手当 △78
　　　・通勤手当 △25
　　　・期末手当 △375
　　　・勤勉手当 △192
　　　・寒冷地手当 △38
　　　・教育長通勤手当 △22
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 689
　　　・地方公務員災害補償基金負担金 △26

(4) 社会教育費 575,126 2,501 577,627 2,501

1 社会教育総務費 50,787 △672 50,115 △672 2 給料 258

(一般補１０)

(  42  ) (  43  )
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10 款 教育費 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

△672 3 職員手当等 △753 ◎職員人件費 △672
　 2　給料

4 共済費 △177 　　　・常勤一般職　７人分 258
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 △540
　　　・通勤手当 93
　　　・期末手当 △185
　　　・勤勉手当 △54
　　　・寒冷地手当 △67
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △177

3 公民館費 150,985 2,666 153,651 2,666 1 報酬 △3,181

6,577 2 給料 2,531 ◎職員人件費 6,577
　 2　給料

3 職員手当等 1,794 　　　・常勤一般職　６人分 2,531
　 3　職員手当等

4 共済費 1,572 　　　・住居手当 △175
　　　・通勤手当 69

8 旅費 △50 　　　・管理職手当 700
　　　・期末手当 1,013
　　　・勤勉手当 816
　　　・寒冷地手当 51
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 1,572

△3,911 ◎中央生涯学習推進事業費 △3,911
　 1　報酬
　　　・非常勤一般職報酬　３人分 △3,140
　　　・非常勤一般職時間外勤務報酬 △41
　 3　職員手当等
　　　・非常勤一般職期末手当（パートタイム） △680
　 8　旅費
　　　・非常勤一般職費用弁償（通勤費用） △50

4 図書館費 285,123 618 285,741 618 2 給料 △253

618 3 職員手当等 797 ◎職員人件費 618
　 2　給料

4 共済費 74 　　　・常勤一般職　３人分 △253
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 438
　　　・期末手当 △24
　　　・勤勉手当 △75
　　　・寒冷地手当 38
　　　・児童手当 420
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 74

5 博物館費 46,442 △111 46,331 △111 2 給料 16

△111 3 職員手当等 △99 ◎職員人件費 △111
　 2　給料

4 共済費 △28 　　　・常勤一般職　２人分 16
　 3　職員手当等
　　　・期末手当 △38

(一般補１０)

(  44  ) (  45  )
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10 款 教育費 （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

項　　　　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　  明
一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

　　　・勤勉手当 △61
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 △28

(5) 学校給食費 417,497 6,968 424,465 6,968

1 学校給食センター費 417,497 6,968 424,465 6,968 2 給料 4,007

6,968 3 職員手当等 1,757 ◎職員人件費 6,968
　 2　給料

4 共済費 1,204 　　　・常勤一般職　２人分 4,007
　 3　職員手当等
　　　・扶養手当 342
　　　・住居手当 △48
　　　・通勤手当 △24
　　　・期末手当 801
　　　・勤勉手当 357
　　　・寒冷地手当 89
　　　・児童手当 240
　 4　共済費
　　　・市町村職員共済組合市負担金 1,204

2,231,681 9,507 2,241,188 9,507計

(一般補１０)
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補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

職員数
給　料報　酬

年間支給率 地　域 寒冷地 その他の
計

共済費 合計 備考
手　当 手　当 (千円) (千円)

(千円)給　　　　　与　　　　　費

区　分
(人) 手　　当

(月分)
期末手当

長　等

長　等

長　等

議　員

議　員

議　員

その他の

その他の

その他の

特 別 職

特 別 職

特 別 職

計

計

計

3 2299,753 6,34324,593
(　3.35)

28,890 63,465

28,138 25,748
(　3.35)

99,044

21,2542,281

19

102,936

28,890 265,445

126,793

102,936

318,790

124,190

2,303 24,593 53,34537,891 229173,842

319,681

124,190

267,47128,9122,304 24,593 52,21038,453 229175,284

68,698

102,9362,281 21,254102,936

101,045
(　3.40)

20 25,74828,69772,348

63,49028,912
(　3.40)

3 24,593 5,2089,756 229

70,906 124,792

69,808

△891

0

△2,026△22△1 0 1,135△562 0△1,442

△2,001

1,110

00 0 0

0△3 1,1350 △22

△1,442 △559△1 0△2,001

△250

補
　
正
　
後

補
　
正
　
前

比
　
　
　
較

1　　　特　別　職

区　　分 職員数
給　　　　与　　　　費

報　　酬
共済費 合　　計 備　　考

給　　料 職員手当 計

48,065 △2,485△35,913 △6,7323
0

△18,884 △9,217

755,095 1,039,297 3,917,360
1

707,030937 583,4391,577,927 3,926,577
1

3,343,1381,058,181

580,9541,542,014940

(千円)

(千円) (千円)(人)

3,336,406
補　正　後

比　　　較

補　正　前

(　　)

(　　)

(　　)

住居手当

 職 員 手 当

区　　分 管理職手当扶養手当 通勤手当 時 間 外 特殊勤務手当 期末手当

区　　分

勤務手当

勤勉手当 寒冷地手当 日宿直手当 管理職員
特別勤務手当 退職手当 夜間勤務手当

△9 1,3731,127△117

△5,411

△14,833△1,132

△86 0 204

38,295 67,909

20,851

25,485

355

445,587

226,776 1,074

16,532 10017,918

38,304 66,53616,791

20,937

25,602

151232,187

17,664 100

1,074 178,415

0

460,420

178,415

0

(千円)

補 正 後

補 正 前

補 正 後

補 正 前

比　　較

比　　較

の　内　訳

2　　　一　般　職
（1）　総　　括

給与費明細書

(一般補１０)
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（単位　千円）

当該年度中
起債見込額

当該年度中
元金償還見込額

 １　 普 通 債　　　　　　  　11,725,815 11,831,582 1,588,300 1,632,212 11,787,670

 (1) 総　　務 3,626,984 3,455,415 79,900 179,686 3,355,629

 (2) 民 　 生 538,301 765,511 26,300 81,680 710,131

 (3) 衛　　生 112,436 100,501 0 12,201 88,300

 (4) 農林水産 12,436 8,801 76,700 4,330 81,171

 (5) 土　　木　 1,801,536 1,634,223 459,700 269,940 1,823,983

 (6) 消　　防　 33,448 19,794 11,600 6,604 24,790

 (7) 教　　育 1,513,584 1,914,002 506,000 307,883 2,112,119

 (8) 旧合併特例 3,733,870 3,622,210 386,600 717,925 3,290,885

(9) まちづくり 10,550 5,030 0 3,780 1,250

(10) 辺地対策 342,670 306,095 41,500 48,183 299,412

 ２　 災害復旧債 66,814 79,994 42,400 9,930 112,464

 (1) 農林水産 21,623 43,270 22,800 2,030 64,040

 (2) 土　　木 45,191 36,724 19,600 7,900 48,424

 ３　 そ　の　他　 8,643,883 8,516,119 550,910 713,605 8,353,424

 (1) 臨時財政対策債 8,525,825 8,427,450 550,910 688,748 8,289,612

 (2) 減収・減税補塡債 118,058 88,669 0 24,857 63,812

20,436,512 20,427,695 2,181,610 2,355,747 20,253,558合　　　　計　

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　　分
前々年度末
現　在　高

前年度末
現　在　高

当該年度中増減見込み
当該年度末

現在高見込額
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