
議案第20号 

 

令和元年度 弥富市一般会計補正予算（第６号） 

 

 令和元年度弥富市の一般会計補正予算（第６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258,425千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,243,089千円とする。 

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。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加、変更は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加、変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

  令和２年３月９日提出          弥富市長 安 藤 正 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 市税 8,448,911 65,100 8,514,011

1 市民税 3,027,500 50,000 3,077,500

2 固定資産税 5,032,111 10,000 5,042,111

3 軽自動車税 98,800 5,100 103,900

2 地方譲与税 328,000 600 328,600

4 森林環境譲与税 1,000 600 1,600

3 利子割交付金 7,000 △600 6,400

1 利子割交付金 7,000 △600 6,400

4 配当割交付金 37,000 4,000 41,000

1 配当割交付金 37,000 4,000 41,000

5 株式等譲渡所得割交 28,000 △6,000 22,000

付金

1 株式等譲渡所得割交 28,000 △6,000 22,000

付金

6 地方消費税交付金 824,000 △24,000 800,000

1 地方消費税交付金 824,000 △24,000 800,000

7 ゴルフ場利用税交付 13,000 △3,000 10,000

金

1 ゴルフ場利用税交付 13,000 △3,000 10,000

金

8 自動車取得税交付金 58,000 △2,197 55,803

1 自動車取得税交付金 58,000 △2,197 55,803

14 使用料及び手数料 310,314 △73 310,241

1 使用料 240,436 307 240,743

2 手数料 69,878 △380 69,498

15 国庫支出金 1,702,659 62,007 1,764,666

1 国庫負担金 1,524,435 △59,299 1,465,136

2 国庫補助金 170,131 121,306 291,437

16 県支出金 1,272,094 △68,621 1,203,473

1 県負担金 532,254 △14,493 517,761

2 県補助金 618,716 △35,692 583,024

3 委託金 120,106 △18,436 101,670
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歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

17 財産収入 23,678 △10,549 13,129

1 財産運用収入 13,044 △549 12,495

2 財産売払収入 10,634 △10,000 634

18 寄附金 8 2,141 2,149

1 寄附金 8 2,141 2,149

19 繰入金 964,503 △349,324 615,179

2 基金繰入金 948,336 △349,324 599,012

21 諸収入 192,994 △3,609 189,385

5 雑入 112,590 △3,609 108,981

22 市債 2,225,100 75,700 2,300,800

1 市債 2,225,100 75,700 2,300,800

歳　　　　入　　　　合　　　　計 17,501,514 △258,425 17,243,089
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歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 議会費 174,929 △1,480 173,449

1 議会費 174,929 △1,480 173,449

2 総務費 3,875,968 △151,731 3,724,237

1 総務管理費 3,390,751 △127,942 3,262,809

2 徴税費 299,564 △3,072 296,492

4 選挙費 73,153 △20,717 52,436

3 民生費 6,533,616 △103,338 6,430,278

1 社会福祉費 1,694,179 △21,432 1,672,747

2 児童福祉費 3,009,084 △79,459 2,929,625

3 老人福祉費 1,297,203 △2,447 1,294,756

4 衛生費 1,228,267 △31,588 1,196,679

1 保健衛生費 669,439 △17,730 651,709

2 清掃費 558,828 △13,858 544,970

6 農林水産業費 1,156,997 △89,642 1,067,355

1 農業費 1,155,277 △89,642 1,065,635

7 商工費 357,652 △5,149 352,503

1 商工費 357,652 △5,149 352,503

8 土木費 996,083 △88,257 907,826

2 道路橋梁費 391,288 △51,112 340,176

4 都市計画費 525,701 △37,145 488,556

9 消防費 839,195 △6,327 832,868

1 消防費 839,195 △6,327 832,868

10 教育費 1,205,719 231,403 1,437,122

1 教育総務費 247,527 △590 246,937

2 小学校費 356,434 172,506 528,940

3 中学校費 195,954 73,575 269,529

4 社会教育費 270,822 △2,292 268,530

5 保健体育費 105,207 △2,996 102,211

6 私立学校費 29,775 △8,800 20,975

12 公債費 1,108,906 △12,316 1,096,590

1 公債費 1,108,906 △12,316 1,096,590

歳　　　　出　　　　合　　　　計 17,501,514 △258,425 17,243,089
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第２表 繰越明許費補正 

 

（追加） 

款 項 事業名 金額 

02 総務費 01 総務管理費 電子計算機処理管理運用事業 28,210千円 

10 教育費 02 小学校費 小学校管理運営事業 173,034千円 

10 教育費 03 中学校費 中学校管理運営事業 73,575千円 
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第３表 地方債補正 

 

（追加） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

学校施設整備事業 120,600千円 証書借入 

４．０％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、

当該利率見直し

後の利率） 

融資方の条件によ

る。ただし、市財政

の都合により据置

期間及び償還期限

を短縮し、又は繰上

償還若しくは低利

に借換えすること

ができる。 

 

（変更） 

起債の目的 

限    度    額 

補  正  前   補  正  額   補  正  後   

農林水産業事業 158,700千円 △18,100千円 140,600千円 

道路橋梁整備事業 32,200千円 △25,500千円 6,700千円 

防災対策事業 22,200千円 △1,300千円 20,900千円 
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歳入歳出補正予算事項別明細書

総　括

歳　入 （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

1 市税 8,448,911 65,100 8,514,011

2 地方譲与税 328,000 600 328,600

3 利子割交付金 7,000 △600 6,400

4 配当割交付金 37,000 4,000 41,000

5 株式等譲渡所得割交付金 28,000 △6,000 22,000

6 地方消費税交付金 824,000 △24,000 800,000

7 ゴルフ場利用税交付金 13,000 △3,000 10,000

8 自動車取得税交付金 58,000 △2,197 55,803

14 使用料及び手数料 310,314 △73 310,241

15 国庫支出金 1,702,659 62,007 1,764,666

16 県支出金 1,272,094 △68,621 1,203,473

17 財産収入 23,678 △10,549 13,129

18 寄附金 8 2,141 2,149

19 繰入金 964,503 △349,324 615,179

21 諸収入 192,994 △3,609 189,385

22 市債 2,225,100 75,700 2,300,800

歳　　　　入　　　　合　　　　計 17,501,514 △258,425 17,243,089
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歳　出

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源

1 議会費 174,929 △1,480 173,449

2 総務費 3,875,968 △151,731 3,724,237

3 民生費 6,533,616 △103,338 6,430,278

4 衛生費 1,228,267 △31,588 1,196,679

6 農林水産業費 1,156,997 △89,642 1,067,355

7 商工費 357,652 △5,149 352,503

8 土木費 996,083 △88,257 907,826

9 消防費 839,195 △6,327 832,868

10 教育費 1,205,719 231,403 1,437,122

12 公債費 1,108,906 △12,316 1,096,590

歳　　出　　合　　計 17,501,514 △258,425 17,243,089
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（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

△1,480

△20,037 △4,915 △126,779

△70,582 △1,083 △31,673

108 △31,696

△31,113 △18,100 △40,429

△5,149

△7,642 △25,500 438 △55,553

△1,300 △4,125 △902

119,660 120,600 △8,857

△170,000 157,684

△9,714 75,700 △179,577 △144,834

一 般 財 源

- 9 -



歳入

（款）  1 市税

（項）  1 市民税

1 個人 2,597,000 20,000 2,617,000

2 法人 430,500 30,000 460,500

3,027,500 50,000 3,077,500

（款）  1 市税

（項）  2 固定資産税

1 固定資産税 4,772,000 10,000 4,782,000

5,032,111 10,000 5,042,111

（款）  1 市税

（項）  3 軽自動車税

1 軽自動車税 97,800 5,100 102,900

98,800 5,100 103,900

（款）  2 地方譲与税

（項）  4 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税 1,000 600 1,600

1,000 600 1,600

（款）  3 利子割交付金

（項）  1 利子割交付金

1 利子割交付金 7,000 △600 6,400

7,000 △600 6,400

（款）  4 配当割交付金

（項）  1 配当割交付金

1 配当割交付金 37,000 4,000 41,000

37,000 4,000 41,000

（款） 1 市税    （項） 1 市民税

補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計
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（単位：千円）

金　　額

1 現年課税分 20,000 個人市民税（所得割） 20,000

1 現年課税分 30,000 法人市民税（法人税割） 30,000

（単位：千円）

金　　額

1 現年課税分 10,000 固定資産税（土地） 2,000

固定資産税（家屋） 2,000

固定資産税（償却資産） 6,000

（単位：千円）

金　　額

1 現年課税分 5,100 軽自動車税（軽自動車） 5,100

（単位：千円）

金　　額

1 森林環境譲与税 600 森林環境譲与税 600

（単位：千円）

金　　額

1 利子割交付金 △600 利子割交付金 △600

（単位：千円）

金　　額

1 配当割交付金 4,000 配当割交付金 4,000

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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（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金 28,000 △6,000 22,000

28,000 △6,000 22,000

（款）  6 地方消費税交付金

（項）  1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金 824,000 △24,000 800,000

824,000 △24,000 800,000

（款）  7 ゴルフ場利用税交付金

（項）  1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金 13,000 △3,000 10,000

13,000 △3,000 10,000

（款）  8 自動車取得税交付金

（項）  1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金 58,000 △2,197 55,803

58,000 △2,197 55,803

（款） 14 使用料及び手数料

（項）  1 使用料

6 土木使用料 20,125 307 20,432

240,436 307 240,743

（款） 14 使用料及び手数料

（項）  2 手数料

1 総務手数料 14,719 △380 14,339

69,878 △380 69,498

（款） 15 国庫支出金

（項）  1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金 1,513,298 △56,262 1,457,036

（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

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 株式等譲渡所得割交付金 △6,000 株式等譲渡所得割交付金 △6,000

（単位：千円）

金　　額

1 地方消費税交付金 △24,000 地方消費税交付金 △24,000

（単位：千円）

金　　額

1 ゴルフ場利用税交付金 △3,000 ゴルフ場利用税交付金 △3,000

（単位：千円）

金　　額

1 自動車取得税交付金 △2,197 自動車取得税交付金 △2,197

（単位：千円）

金　　額

3 公共物使用料 307 排水路使用料 307

（単位：千円）

金　　額

2 戸籍住民基本台帳手数料 △380 印鑑登録証明手数料 △380

（単位：千円）

金　　額

1 社会福祉費負担金 △8,821 障害者医療費負担金 △8,821

2 児童福祉費負担金 △49,711 児童手当負担金 △43,411

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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（款） 15 国庫支出金

（項）  1 国庫負担金

3 教育費国庫負担金 9,637 △3,037 6,600

1,524,435 △59,299 1,465,136

（款） 15 国庫支出金

（項）  2 国庫補助金

3 土木費国庫補助金 37,090 △2,892 34,198

4 教育費国庫補助金 2,517 124,198 126,715

170,131 121,306 291,437

（款） 16 県支出金

（項）  1 県負担金

1 民生費県負担金 531,504 △14,493 517,011

532,254 △14,493 517,761

（款） 16 県支出金

（項）  2 県補助金

1 総務費県補助金 6,289 1,516 7,805

2 民生費県補助金 206,944 173 207,117

4 農林水産業費県補助金 374,381 △31,113 343,268

6 土木費県補助金 21,131 △4,750 16,381

（款） 15 国庫支出金    （項） 1 国庫負担金

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

児童扶養手当費負担金 △3,300

母子生活支援施設措置費負担金 △3,000

3 老人福祉費負担金 2,270 低所得者保険料軽減負担金 2,270

1 私立学校費負担金 △3,037 子育て支援施設等利用給付費負担金 △3,037

（単位：千円）

金　　額

1 都市計画費補助金 200 集約都市形成支援事業補助金 200

3 道路橋梁費補助金 △1,067 舗装工事補助金 △882

橋梁整備工事補助金 △1

通学路等整備補助金 △184

4 住宅費補助金 △2,025 住宅建築物耐震安全ストック形成事業費補助金 △1,170

狭あい道路整備等促進事業補助金 △855

1 学校教育費補助金 124,537 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金

124,537

2 私立学校費補助金 △339 幼稚園就園奨励費補助金 △339

（単位：千円）

金　　額

1 社会福祉費負担金 △4,411 障害者医療費負担金 △4,411

2 児童福祉費負担金 △11,217 児童手当負担金 △9,717

母子生活支援施設措置費負担金 △1,500

3 老人福祉費負担金 1,135 低所得者保険料軽減負担金 1,135

（単位：千円）

金　　額

1 総務管理費補助金 1,516 元気な愛知の市町村づくり補助金（チャレンジ枠）1,516

3 老人福祉費補助金 173 社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業費補助金 173

1 農業費補助金 △31,113 土地改良事業補助金 △8,555

農業委員会補助金 442

農業振興対策事業補助金 △2,700

野菜集団産地整備事業補助金 △12,600

園芸農産振興・農産物流通対策事業補助金 △1,400

多面的機能支払事業補助金 △6,300

1 道路橋梁費補助金 △765 道路改良工事補助金 △765

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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（款） 16 県支出金

（項）  2 県補助金

8 教育費県補助金 7,261 △1,518 5,743

618,716 △35,692 583,024

（款） 16 県支出金

（項）  3 委託金

1 総務費委託金 119,472 △18,436 101,036

120,106 △18,436 101,670

（款） 17 財産収入

（項）  1 財産運用収入

2 利子及び配当金 1,248 △549 699

13,044 △549 12,495

（款） 17 財産収入

（項）  2 財産売払収入

1 不動産売払収入 10,000 △10,000 0

10,634 △10,000 634

（款） 18 寄附金

（項）  1 寄附金

1 一般寄附金 1 1,142 1,143

3 民生費寄附金 1 999 1,000

8 2,141 2,149

（款） 16 県支出金    （項） 2 県補助金

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計
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（単位：千円）

金　　額

2 都市計画費補助金 △3,400 都市計画街路事業補助金 △400

あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 △3,000

3 住宅費補助金 △585 民間木造住宅耐震診断費補助金 △104

民間木造住宅耐震改修費補助金 △250

民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金 △75

ブロック塀等撤去費補助金 △156

2 私立学校費補助金 △1,518 私立幼稚園授業料等軽減補助金 △1,518

（単位：千円）

金　　額

2 徴税費委託金 3,100 県民税徴収委託金 3,100

4 選挙費委託金 △21,536 愛知県議会議員一般選挙執行委託金 △13,470

参議院議員通常選挙執行委託金 △8,066

（単位：千円）

金　　額

1 利子及び配当金 △549 財政調整基金利子 △560

減債基金利子 △120

名西ソイルリサイクル株式会社配当金 131

（単位：千円）

金　　額

1 土地売払収入 △10,000 土地売払収入 △10,000

（単位：千円）

金　　額

1 一般寄附金 1,142 一般寄附金 1,142

1 民生費寄附金 999 民生費寄附金 999

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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（款） 19 繰入金

（項）  2 基金繰入金

2 財政調整基金繰入金 617,086 △173,069 444,017

4 減債基金繰入金 170,000 △170,000 0

12 公共施設整備基金繰入金 146,541 △6,255 140,286

948,336 △349,324 599,012

（款） 21 諸収入

（項）  5 雑入

4 雑入 108,218 △3,609 104,609

112,590 △3,609 108,981

（款） 22 市債

（項）  1 市債

2 農林水産業債 158,700 △18,100 140,600

3 土木債 32,000 △25,500 6,500

7 消防債 22,200 △1,300 20,900

8 教育債 0 120,600 120,600

2,225,100 75,700 2,300,800

（款） 19 繰入金    （項） 2 基金繰入金

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 財政調整基金繰入金 △173,069 財政調整基金繰入金 △173,069

1 減債基金繰入金 △170,000 減債基金繰入金 △170,000

1 公共施設整備基金繰入金 △6,255 公共施設整備基金繰入金 △6,255

（単位：千円）

金　　額

2 民生雑入 318 いこいの里電気料 78

総合福祉センター電気料 98

総合福祉センター水道料 55

総合福祉センター燃料費 80

十四山総合福祉センター電気料 41

十四山総合福祉センター燃料費 △44

十四山総合福祉センター水道料 10

3 衛生雑入 108 その他の収入 108

8 消防雑入 △4,125 消防団員退職報償金受入金 △2,825

コミュニティ助成金 △1,300

11 市町村振興協会新宝くじ交 △551 市町村振興協会新宝くじ交付金 △551

付金

12 市町村振興協会基金交付金 641 市町村振興協会基金交付金 641

（単位：千円）

金　　額

1 農林水産業事業債 △18,100 農林水産業事業債 △18,100

3 道路橋梁整備事業債 △25,500 道路橋梁整備事業債 △25,500

1 防災対策事業債 △1,300 防災対策事業債 △1,300

1 学校施設整備事業債 120,600 学校施設整備事業債 120,600

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　明
節

区　　分
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歳出

（款）  1 議会費

（項）  1 議会費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 議会費 174,929 △1,480 173,449 △1,480

174,929 △1,480 173,449 △1,480

（款）  2 総務費

（項）  1 総務管理費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 人事管理費 58,299 △300 57,999 △300

4 財政管理費 5,944 △680 5,264 △680

5 契約検査費 6,964 △1,021 5,943 △1,021

7 財産管理費 2,240,848 △112,106 2,128,742 △112,106

8 企画費 56,139 △1,763 54,376 1,499 △3,262

（款） 1 議会費    （項） 1 議会費

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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（単位：千円）

9 旅費 △900 ■議会運営事業 △900

12 役務費 △580   09 旅費 △700

       費用弁償 △700

  12 役務費 △200

       手数料 △200

■議会事務事業 △580

  09 旅費 △200

       普通旅費 △200

  12 役務費 △380

       電信電話料 △380

（単位：千円）

1 報酬 △100 ■人事管理事務事業 △100

13 委託料 △200   01 報酬 △100

       特別職報酬等審議会委員報酬　１０人 △100

■職員健康管理事業 △200

  13 委託料 △200

       職員ストレスチェック委託料 △200

25 積立金 △680 ■基金積立金事務 △680

  25 積立金 △680

       財政調整基金積立金 △560

       減債基金積立金 △120

13 委託料 △1,021 ■入札契約事業 △622

  13 委託料 △622

       契約管理システム改修業務委託料 △622

■工事検査事業 △399

  13 委託料 △399

       検査補助業務委託料 △399

13 委託料 △8,405 ■新庁舎建設事業 △111,405

14 使用料及び賃 △701   13 委託料 △8,405

借料        新庁舎事務室環境整備支援業務委託料 △3,405

18 備品購入費 △103,000        新庁舎移転業務委託料 △5,000

  18 備品購入費 △103,000

       庁用器具費 △103,000

■車両管理事業 △701

  14 使用料及び賃借料 △701

       自動車借上料 △701

1 報酬 △150 ■地域振興事業 △110

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  2 総務費

（項）  1 総務管理費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

9 電子計算管理費 245,215 △3,297 241,918 △3,297

11 十四山支所費 36,530 △2,479 34,051 △3,855 1,376

13 交通安全対策費 124,684 △5,440 119,244 △5,440

14 防犯対策費 26,010 △856 25,154 △856

3,390,751 △127,942 3,262,809 1,499 △4,535 △124,906

（款） 2 総務費    （項） 1 総務管理費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計
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（単位：千円）

8 報償費 △604   14 使用料及び賃借料 △110

14 使用料及び賃 △110        自動車借上料 △110

借料 ■協働のまちづくり推進事業 △600

19 負担金、補助 △899   19 負担金、補助及び交付金 △600

及び交付金        地域づくり補助金 △600

■男女共同参画推進事業 △150

  01 報酬 △150

       男女共同参画審議会委員報酬　１０人 △150

■地域活動事業 △299

  19 負担金、補助及び交付金 △299

       地区公民館整備事業補助金 △299

■まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 △165

  08 報償費 △165

       総合戦略推進会議委員報償費 △165

■企画政策事務事業 △439

  08 報償費 △439

       行政評価外部委員会委員報償費 △439

13 委託料 △1,243 ■電子計算管理事務事業 △859

15 工事請負費 △1,195   19 負担金、補助及び交付金 △859

19 負担金、補助 △859        あいち電子自治体推進協議会負担金 △859

及び交付金 ■電子計算機処理管理運用事業 △2,438

  13 委託料 △1,243

       新庁舎機器移設委託料 △1,243

  15 工事請負費 △1,195

       新庁舎ネットワーク配線等工事請負費 △1,195

13 委託料 △179 ■十四山支所管理運営事業 △2,479

15 工事請負費 △2,300   13 委託料 △179

       空調設備保守委託料 △179

  15 工事請負費 △2,300

       庁舎等整備工事請負費 △2,300

13 委託料 △200 ■交通指導員設置事業 △440

19 負担金、補助 △5,240   13 委託料 △200

及び交付金        踏切周辺誘導員配置業務委託料 △200

  19 負担金、補助及び交付金 △240

       弥富市交通指導員会補助金 △240

■コミュニティバス運行事業 △5,000

  19 負担金、補助及び交付金 △5,000

       弥富市地域公共交通活性化協議会負担金 △5,000

19 負担金、補助 △856 ■防犯設備管理事業 △856

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △856

       防犯設備整備費補助金 △856

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  2 総務費

（項）  2 徴税費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 賦課徴収費 131,500 △3,072 128,428 △3,072

299,564 △3,072 296,492 △3,072

（款）  2 総務費

（項）  3 戸籍住民基本台帳費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 戸籍住民基本台帳 80,350 0 80,350 △380 380

費

80,350 0 80,350 △380 380

（款）  2 総務費

（項）  4 選挙費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 選挙管理委員会費 2,607 △416 2,191 △416

6 参議院議員通常選 23,770 △7,232 16,538 △8,066 834

挙費

（款） 2 総務費    （項） 2 徴税費

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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（単位：千円）

7 賃金 △1,345 ■資産税賦課事務事業 △1,265

13 委託料 △1,727   13 委託料 △1,265

       固定資産評価業務委託料 △863

       地図情報公図等修正業務委託料 △402

■徴収事務事業 △1,807

  07 賃金 △1,345

       臨時職員賃金 △1,345

  13 委託料 △462

       総合収納システム改修委託料 △462

（単位：千円）

財　源　組　替                

（単位：千円）

13 委託料 △416 ■選挙管理委員会事務事業 △416

  13 委託料 △416

       選挙システムサーバー移設委託料 △243

       選挙システム改修委託料 △173

1 報酬 △121 ■参議院議員通常選挙事務事業 △7,232

3 職員手当等 △942   01 報酬 △121

11 需用費 △1,698        投票管理者（期日前投票所）報酬　１６人 △121

12 役務費 △627   03 職員手当等 △942

13 委託料 △757        時間外勤務手当 △818

18 備品購入費 △3,087        管理職員特別勤務手当 △124

  11 需用費 △1,698

       消耗品費 △1,155

       食糧費 △273

       印刷製本費 △270

  12 役務費 △627

       郵便料 △259

       手数料 △368

  13 委託料 △757

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  2 総務費

（項）  4 選挙費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

13 愛知県議会議員一 14,570 △13,069 1,501 △13,470 401

般選挙費

73,153 △20,717 52,436 △21,536 819

（款）  3 民生費

（項）  1 社会福祉費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 社会福祉総務費 1,587,130 △21,432 1,565,698 △13,232 △8,200

（款） 2 総務費    （項） 4 選挙費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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（単位：千円）

       ポスター掲示場設置撤去委託料 △463

       期日前投票所受付等事務人材派遣業務委託料 △189

       仮設照明設置撤去委託料 △105

  18 備品購入費 △3,087

       機械器具費 △3,087

1 報酬 △652 ■愛知県議会議員一般選挙事務事業 △13,069

3 職員手当等 △6,080   01 報酬 △652

11 需用費 △1,250        投票管理者（投票所）報酬　１２人 △152

12 役務費 △900        投票立会人（投票所）報酬　３６人 △386

13 委託料 △1,432        投票立会人（期日前投票所）報酬　１６人 △114

14 使用料及び賃 △755   03 職員手当等 △6,080

借料        時間外勤務手当 △5,886

18 備品購入費 △2,000        管理職員特別勤務手当 △194

  11 需用費 △1,250

       消耗品費 △500

       食糧費 △650

       印刷製本費 △100

  12 役務費 △900

       運搬料 △230

       手数料 △320

       選挙公報配布手数料 △350

  13 委託料 △1,432

       ポスター掲示場設置撤去委託料 △382

       期日前投票所受付等事務人材派遣業務委託料 △750

       仮設照明設置撤去委託料 △300

  14 使用料及び賃借料 △755

       自動車借上料 △200

       会場借上料 △130

       その他借上料 △425

  18 備品購入費 △2,000

       機械器具費 △2,000

（単位：千円）

14 使用料及び賃 △154 ■障害者医療支援事業 △17,641

借料   20 扶助費 △17,641

20 扶助費 △17,641        身体障害者更生医療給付費 △17,641

28 繰出金 △3,637 ■民生委員活動事業 △154

  14 使用料及び賃借料 △154

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  3 民生費

（項）  1 社会福祉費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1,694,179 △21,432 1,672,747 △13,232 △8,200

（款）  3 民生費

（項）  2 児童福祉費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 児童福祉総務費 532,650 △17,959 514,691 △7,800 △10,159

2 児童手当 764,685 △61,500 703,185 △53,128 △8,372

4 子ども医療対策費 213,857 0 213,857 999 △999

3,009,084 △79,459 2,929,625 △60,928 999 △19,530

（款）  3 民生費

（項）  3 老人福祉費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 老人福祉総務費 65,956 △3,988 61,968 △3,988

（款） 3 民生費    （項） 1 社会福祉費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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（単位：千円）

       自動車借上料 △154

■国民健康保険特別会計繰出事務 △3,637

  28 繰出金 △3,637

       国民健康保険特別会計事務費繰出金 54

       国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 △4,600

       国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰出金 909

（単位：千円）

13 委託料 △1,459 ■児童福祉総務事務事業 △7,135

20 扶助費 △16,500   13 委託料 △1,135

       子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 △935

       ペアレント・プログラム事業委託料 △200

  20 扶助費 △6,000

       母子生活支援施設措置費 △6,000

■児童扶養手当支給事業 △10,000

  20 扶助費 △10,000

       児童扶養手当 △10,000

■遺児手当支給事業 △824

  13 委託料 △324

       遺児手当システム改修委託料 △324

  20 扶助費 △500

       遺児手当 △500

20 扶助費 △61,500 ■児童手当支給事業 △61,500

  20 扶助費 △61,500

       児童手当 △61,500

財　源　組　替                

（単位：千円）

12 役務費 △120 ■老人福祉総務事務事業 △820

13 委託料 △598   20 扶助費 △820

19 負担金、補助 △1,500        老人保護措置費 △820

及び交付金 ■給食サービス事業 △370

20 扶助費 △1,770   13 委託料 △370

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  3 民生費

（項）  3 老人福祉費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3 いこいの里費 23,022 263 23,285 78 185

4 総合福祉センター 70,825 △2,225 68,600 △2,167 △58

費

5 十四山総合福祉セ 26,926 579 27,505 7 572

ンター費

6 介護保険事業費 448,934 6,669 455,603 3,578 3,091

7 後期高齢者医療費 567,582 △3,745 563,837 △3,745

1,297,203 △2,447 1,294,756 3,578 △2,082 △3,943

（款） 3 民生費    （項） 3 老人福祉費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計
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（単位：千円）

       給食サービス事業委託料 △370

■緊急通報システム事業 △348

  12 役務費 △120

       福祉電話架設料 △120

  13 委託料 △228

       福祉電話保守委託料 △228

■高齢者福祉タクシー料金助成事業 △950

  20 扶助費 △950

       高齢者等福祉タクシー料金助成費 △950

■シルバー人材センター支援事業 △1,500

  19 負担金、補助及び交付金 △1,500

       弥富市シルバー人材センター補助金 △1,500

11 需用費 263 ■いこいの里管理運営事業 263

  11 需用費 263

       電気料 263

11 需用費 1,944 ■総合福祉センター管理運営事業 △2,225

15 工事請負費 △4,169   11 需用費 1,944

       燃料費 506

       電気料 1,090

       水道料 348

  15 工事請負費 △4,169

       センター整備工事請負費 △1,769

       総合福祉センター駐車場拡張工事請負費 △2,400

11 需用費 579 ■十四山総合福祉センター管理運営事業 579

  11 需用費 579

       燃料費 141

       電気料 344

       水道料 94

19 負担金、補助 △90 ■介護保険事業 △90

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △90

28 繰出金 6,759        社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業費補助金 230

       ささえあいセンター利用料助成金 △320

■介護保険特別会計繰出事務 6,759

  28 繰出金 6,759

       介護保険特別会計給付費繰出金 3,057

       介護保険特別会計事務費繰出金 △811

       介護保険特別会計介護予防事業繰出金 12

       介護保険特別会計包括的支援事業・任意事業繰出金 △38

       低所得者保険料軽減繰出金 4,539

19 負担金、補助 △3,745 ■後期高齢者医療事業 △3,745

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △3,745

       愛知県後期高齢者医療広域連合負担金 △3,745

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  4 衛生費

（項）  1 保健衛生費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 環境衛生費 142,258 △163 142,095 △163

3 公害対策費 1,747 △317 1,430 △317

5 予防費 160,217 △8,700 151,517 △8,700

6 保健事業費 133,946 △8,550 125,396 △8,550

669,439 △17,730 651,709 △17,730

（款）  4 衛生費

（項）  2 清掃費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 塵芥処理費 555,162 △11,536 543,626 108 △11,644

3 し尿処理費 3,625 △2,322 1,303 △2,322

（款） 4 衛生費    （項） 1 保健衛生費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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（単位：千円）

8 報償費 △163 ■環境衛生事務事業 △163

  08 報償費 △163

       きれいなまちづくり協力謝礼金 △163

12 役務費 △317 ■公害対策事業 △317

  12 役務費 △317

       公害等検査手数料 △317

13 委託料 △8,700 ■予防接種事業 △8,700

  13 委託料 △8,700

       個別予防接種等委託料 △8,700

13 委託料 △6,900 ■母子保健事業 △1,650

19 負担金、補助 △1,650   19 負担金、補助及び交付金 △1,650

及び交付金        妊婦健康診査費用補助金 △1,650

■健康増進事業 △6,900

  13 委託料 △6,900

       ３０代健康診査委託料 △500

       脳ドック検診委託料 △500

       がん検診読影委託料 △400

       がん検診等委託料 △5,500

（単位：千円）

11 需用費 △7,268 ■ごみ収集事業 △10,721

12 役務費 △545   11 需用費 △7,268

13 委託料 △3,723        ごみ袋購入費 △7,268

  12 役務費 △545

       資源ごみ回収手数料 △395

       不法投棄処理手数料 △150

  13 委託料 △2,908

       資源ごみ処理委託料 △150

       資源ごみ回収委託料 △558

       災害廃棄物処理計画策定業務委託料 △2,200

■最終処分場及び一時仮置場管理事業 △815

  13 委託料 △815

       一時仮置場監視委託料 △127

       最終処分場等管理委託料 △104

       最終処分場浸出水処理施設等保守委託料 △102

       最終処分場放流水水質検査委託料 △482

19 負担金、補助 △2,322 ■合併処理浄化槽設置整備事業 △2,322

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △2,322

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  4 衛生費

（項）  2 清掃費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

558,828 △13,858 544,970 108 △13,966

（款）  6 農林水産業費

（項）  1 農業費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 農業総務費 78,023 0 78,023 442 △442

3 農業振興費 261,116 △16,700 244,416 △16,700

6 農地費 799,596 △72,942 726,654 △14,855 △18,100 △39,987

1,155,277 △89,642 1,065,635 △31,113 △18,100 △40,429

（款）  7 商工費

（項）  1 商工費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 商工振興費 254,731 △5,149 249,582 △5,149

（款） 4 衛生費    （項） 2 清掃費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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（単位：千円）

       合併処理浄化槽設置費補助金 △2,322

（単位：千円）

財　源　組　替                

19 負担金、補助 △16,700 ■農業振興事務事業 △15,300

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △15,300

       機構集積協力交付金 △2,700

       野菜集団産地整備事業補助金 △12,600

■水田農業構造改革事業 △1,400

  19 負担金、補助及び交付金 △1,400

       水田農業経営所得安定対策推進補助金 △1,400

13 委託料 △2,000 ■農業基盤整備事業 △32,000

15 工事請負費 △13,000   13 委託料 △2,000

19 負担金、補助 △36,400        土地改良事業設計委託料 △2,000

及び交付金   15 工事請負費 △13,000

28 繰出金 △21,542        土地改良施設整備工事請負費 △13,000

  19 負担金、補助及び交付金 △17,000

       県営緊急農地防災事業負担金 △17,000

■土地改良区補助事業 △11,000

  19 負担金、補助及び交付金 △11,000

       土地改良施設管理補助金 △3,000

       土地改良施設整備補助金 △8,000

■多面的機能支払事業 △8,400

  19 負担金、補助及び交付金 △8,400

       多面的機能支払事業補助金 △8,400

■農業集落排水事業特別会計繰出事務 △21,542

  28 繰出金 △21,542

       農業集落排水事業特別会計繰出金 △21,542

（単位：千円）

19 負担金、補助 △5,149 ■商工団体支援事業 △2,934

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △2,934

       小規模事業指導費補助金 △2,934

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  7 商工費

（項）  1 商工費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

357,652 △5,149 352,503 △5,149

（款）  8 土木費

（項）  2 道路橋梁費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 道路維持費 74,999 △495 74,504 △495

3 道路新設改良費 216,902 △13,549 203,353 △2,206 131 △11,474

4 橋梁費 90,498 △37,068 53,430 △1 △25,500 △11,567

391,288 △51,112 340,176 △2,207 △25,500 131 △23,536

（款）  8 土木費

（項）  4 都市計画費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 都市計画総務費 116,372 △8,285 108,087 △5,035 △3,250

（款） 7 商工費    （項） 1 商工費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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（単位：千円）

■企業誘致事業 △2,215

  19 負担金、補助及び交付金 △2,215

       企業立地指定企業交付奨励金 △2,215

（単位：千円）

13 委託料 △495 ■道路維持事業 △495

  13 委託料 △495

       地下道施設管理委託料 △495

13 委託料 △1,500 ■道路改良事業 △5,079

15 工事請負費 △4,000   15 工事請負費 △4,000

17 公有財産購入 △1,200        道路改良工事請負費 △4,000

費   22 補償、補填及び賠償金 △1,079

22 補償、補填及 △6,849        補償金 △1,079

び賠償金 ■事業用地取得事業 △8,470

  13 委託料 △1,500

       登記事務委託料 △1,500

  17 公有財産購入費 △1,200

       土地購入費 △1,200

  22 補償、補填及び賠償金 △5,770

       補償金 △5,770

13 委託料 △16,768 ■橋梁整備事業 △37,068

15 工事請負費 △20,300   13 委託料 △16,768

       測量設計委託料 △8,790

       橋梁点検委託料 △7,140

       施工管理等発注支援業務委託料 △838

  15 工事請負費 △20,300

       橋梁工事請負費 △20,300

（単位：千円）

1 報酬 △120 ■都市計画総務事務事業 △3,990

12 役務費 △152   01 報酬 △120

13 委託料 △1,134        都市計画審議会委員報酬　９人 △120

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  8 土木費

（項）  4 都市計画費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3 街路事業費 19,503 △1,556 17,947 △400 △1,156

6 下水道費 312,983 △26,698 286,285 307 △27,005

7 市街地整備費 37,951 △606 37,345 △606

525,701 △37,145 488,556 △5,435 307 △32,017

（款）  9 消防費

（項）  1 消防費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 非常備消防費 65,006 △2,975 62,031 △2,825 △150

4 災害対策費 151,339 △3,352 147,987 △1,300 △1,300 △752

（款） 8 土木費    （項） 4 都市計画費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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（単位：千円）

19 負担金、補助 △6,879   12 役務費 △152

及び交付金        手数料 △152

  13 委託料 △718

       都市計画業務委託料 △718

  19 負担金、補助及び交付金 △3,000

       緑の街並み推進事業補助金 △3,000

■民間木造住宅耐震改修補助事業 △2,334

  13 委託料 △416

       耐震診断事業派遣等業務委託料 △416

  19 負担金、補助及び交付金 △1,918

       民間木造住宅耐震改修費補助金 △1,000

       民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金 △300

       ブロック塀等撤去費補助金 △618

■狭あい道路事業 △1,961

  19 負担金、補助及び交付金 △1,961

       狭あい道路助成金 △500

       狭あい道路奨励金 △1,461

13 委託料 △160 ■街路整備事業 △1,556

17 公有財産購入 △513   13 委託料 △160

費        物件調査委託料 △160

22 補償、補填及 △883   17 公有財産購入費 △513

び賠償金        土地購入費 △513

  22 補償、補填及び賠償金 △883

       補償金 △883

28 繰出金 △26,698 ■公共下水道事業特別会計繰出事務 △26,698

  28 繰出金 △26,698

       公共下水道事業特別会計繰出金 △26,698

13 委託料 △606 ■市街地整備事業 △606

  13 委託料 △606

       市街地整備業務委託料 △606

（単位：千円）

8 報償費 △2,825 ■消防団運営事業 △2,975

19 負担金、補助 △150   08 報償費 △2,825

及び交付金        消防団員退職報償金 △2,825

  19 負担金、補助及び交付金 △150

       消防団員福祉共済負担金 △150

13 委託料 △2,052 ■災害対策事務事業 △131

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

- 39 -



（款）  9 消防費

（項）  1 消防費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

839,195 △6,327 832,868 △1,300 △4,125 △902

（款） 10 教育費

（項）  1 教育総務費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 教育委員会費 8,581 △300 8,281 △300

2 事務局費 235,005 △290 234,715 △290

247,527 △590 246,937 △590

（款） 10 教育費

（項）  2 小学校費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 学校管理費 341,258 172,506 513,764 87,382 84,600 524

356,434 172,506 528,940 87,382 84,600 524

（款） 10 教育費

（項）  3 中学校費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 学校管理費 180,093 73,575 253,668 37,155 36,000 420

（款） 9 消防費    （項） 1 消防費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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（単位：千円）

19 負担金、補助 △1,300   13 委託料 △131

及び交付金        業務継続計画（ＢＣＰ）策定業務委託料 △131

■自主防災組織支援事業 △1,300

  19 負担金、補助及び交付金 △1,300

       コミュニティ助成金 △1,300

■防災施設管理事業 △1,921

  13 委託料 △1,921

       防災無線保守委託料 △370

       震度計回線変更委託料 △231

       移動系防災行政無線デジタル化委託料 △1,320

（単位：千円）

13 委託料 △300 ■教育委員会事務事業 △300

  13 委託料 △300

       教職員検診委託料 △300

14 使用料及び賃 △290 ■事務局事務事業 △290

借料   14 使用料及び賃借料 △290

       自動車借上料 △290

（単位：千円）

13 委託料 5,541 ■小学校管理運営事業 172,506

15 工事請負費 166,965   13 委託料 5,541

       設計監理委託料 5,541

  15 工事請負費 166,965

       小学校修繕等工事請負費 166,965

（単位：千円）

13 委託料 2,581 ■中学校管理運営事業 73,575

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款） 10 教育費

（項）  3 中学校費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

195,954 73,575 269,529 37,155 36,000 420

（款） 10 教育費

（項）  4 社会教育費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 社会教育総務費 152,793 △638 152,155 7 △645

7 歴史民俗資料館費 13,626 △1,654 11,972 10 △1,664

270,822 △2,292 268,530 17 △2,309

（款） 10 教育費

（項）  5 保健体育費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 保健体育総務費 15,755 △576 15,179 △576

2 体育施設費 54,923 △2,158 52,765 △2,158

（款） 10 教育費    （項） 3 中学校費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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（単位：千円）

15 工事請負費 70,994   13 委託料 2,581

       設計監理委託料 2,581

  15 工事請負費 70,994

       中学校修繕等工事請負費 70,994

（単位：千円）

13 委託料 △162 ■生涯学習推進事業 △476

14 使用料及び賃 △180   14 使用料及び賃借料 △180

借料        自動車借上料 △180

19 負担金、補助 △296   19 負担金、補助及び交付金 △296

及び交付金        地区女性の会補助金 △296

■青少年健全育成推進事業 △162

  13 委託料 △162

       映画上映委託料 △162

13 委託料 △1,654 ■歴史民俗資料館管理運営事業 △1,654

  13 委託料 △1,654

       設計監理委託料 △1,654

（単位：千円）

1 報酬 △186 ■地域スポーツ振興事業 △434

13 委託料 △142   01 報酬 △186

19 負担金、補助 △248        スポーツ推進委員報酬　２１人 △186

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △248

       スポーツ推進委員研修会等参加負担金 △248

■スポーツ大会・教室開催事業 △142

  13 委託料 △142

       各種スポーツ大会等委託料 △142

13 委託料 △468 ■総合体育館管理運営事業 △256

18 備品購入費 △1,690   18 備品購入費 △256

       庁用器具費 △256

■屋外運動施設管理運営事業 △1,902

  13 委託料 △468

       グランド管理委託料 △468

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

- 43 -



（款） 10 教育費

（項）  5 保健体育費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3 十四山スポーツセ 34,529 △262 34,267 △262

ンター費

105,207 △2,996 102,211 △2,996

（款） 10 教育費

（項）  6 私立学校費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 私立学校振興費 29,775 △8,800 20,975 △4,894 △3,906

29,775 △8,800 20,975 △4,894 △3,906

（款） 12 公債費

（項）  1 公債費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 元金 1,031,880 0 1,031,880 △165,553 165,553

2 利子 77,026 △12,316 64,710 △4,447 △7,869

1,108,906 △12,316 1,096,590 △170,000 157,684

（款） 10 教育費    （項） 5 保健体育費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

  18 備品購入費 △1,434

       庁用器具費 △698

       機械器具費 △736

18 備品購入費 △262 ■十四山スポーツセンター管理運営事業 △262

  18 備品購入費 △262

       庁用器具費 △262

（単位：千円）

19 負担金、補助 △6,890 ■幼稚園就園奨励費補助事業 △8,800

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △6,890

20 扶助費 △1,910        私立幼稚園就園奨励費補助金 △6,890

  20 扶助費 △1,910

       施設等利用費 △1,910

（単位：千円）

財　源　組　替                

23 償還金、利子 △12,316 ■市債利子償還事務 △12,316

及び割引料   23 償還金、利子及び割引料 △12,316

       市債利子（財務省） △3,700

       市債利子（前年度借入分） △8,616

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１　普　通　債

（３）

（４）

（６）

（７）

２　そ　の　他

※　令和元年度中起債見込額のうち補正前の額は、平成30年度からの繰越額を含む。

※　「第２表　繰越明許費補正」に基づき「第３表　地方債補正」の学校施設整備事業全額を令和２年度へ繰越するため、教育

　　 区分の補正額は０千円となる。

2,798,210 0 2,798,210

321,746 △ 25,500 296,246

161,96420,900 27,038 0 27,038 163,264 △ 1,300△ 1,300

0

6,500 63,839 0 63,839

838,000 171,789 0 171,789

76,761 0 76,761 849,656 △ 18,100 831,556農 林 水 産

土       木

消       防

教       育

158,700 △ 18,100

32,000

22,200

838,000

△ 25,500

4,946,137

499,853

532,027

4,409,400 △ 44,900 4,364,500 0499,853

0

140,600

△ 44,9004,491,100 △ 44,900 4,446,200 1,031,880 0 1,031,880 14,962,285

9,971,248

補正前 補正額

△ 44,90010,016,148

補正前

令和元年度中起債見込額 令和元年度中元金償還見込額 令和元年度末現在高見込額

補正前 補正額 補正後補正額補正後 補正後

地方債の補正に伴う令和元年度末における現在高の見込みに関する調書

合　　計

4,946,137081,700 0 81,700 532,027

14,917,385

区　　分
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議案第21号 

 

令和元年度 弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 令和元年度弥富市の国民健康保険特別会計補正予算（第４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3,215千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ4,102,343千円とする。 

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。 

 

  令和２年３月９日提出          弥富市長 安 藤 正 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 国庫支出金 555 422 977

2 国庫補助金 555 422 977

6 繰入金 292,112 △3,637 288,475

1 他会計繰入金 292,111 △3,637 288,474

歳　　　　入　　　　合　　　　計 4,105,558 △3,215 4,102,343

歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 総務費 26,903 476 27,379

1 総務管理費 23,119 476 23,595

2 保険給付費 2,734,023 △6,900 2,727,123

4 出産育児諸費 21,000 △6,900 14,100

6 基金積立金 14 3,209 3,223

1 基金積立金 14 3,209 3,223

歳　　　　出　　　　合　　　　計 4,105,558 △3,215 4,102,343

- 2 -



歳入歳出補正予算事項別明細書

総　括

歳　入 （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

2 国庫支出金 555 422 977

6 繰入金 292,112 △3,637 288,475

歳　　　　入　　　　合　　　　計 4,105,558 △3,215 4,102,343
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歳　出

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源

1 総務費 26,903 476 27,379

2 保険給付費 2,734,023 △6,900 2,727,123

3 国民健康保険事業費納 1,181,811 0 1,181,811

付金

6 基金積立金 14 3,209 3,223

歳　　出　　合　　計 4,105,558 △3,215 4,102,343
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（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

422 54

△4,600 △2,300

909 △909

3,209

422 △3,637

一 般 財 源
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歳入

（款）  2 国庫支出金

（項）  2 国庫補助金

3 国民健康保険制度関係業務準備事業 554 106 660

費補助金

4 番号制度整備費補助金 0 316 316

555 422 977

（款）  6 繰入金

（項）  1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金 292,111 △3,637 288,474

292,111 △3,637 288,474

（款） 2 国庫支出金    （項） 2 国庫補助金

目 補正前の額 補　正　額 計

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 国民健康保険制度関係業務 106 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 106

準備事業費補助金

1 番号制度整備費補助金 316 番号制度整備費補助金（国民健康保険システム） 316

（単位：千円）

金　　額

2 事務費繰入金 54 事務費繰入金 54

3 出産育児一時金繰入金 △4,600 出産育児一時金繰入金 △4,600

4 財政安定化支援事業繰入金 909 財政安定化支援事業繰入金 909

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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歳出

（款）  1 総務費

（項）  1 総務管理費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 一般管理費 22,787 476 23,263 422 54

23,119 476 23,595 422 54

（款）  2 保険給付費

（項）  4 出産育児諸費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 出産育児一時金 21,000 △6,900 14,100 △4,600 △2,300

21,000 △6,900 14,100 △4,600 △2,300

（款）  3 国民健康保険事業費納付金

（項）  1 医療給付費分

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 一般被保険者医療 836,292 0 836,292 909 △909

給付費分

836,549 0 836,549 909 △909

（款）  6 基金積立金

（項）  1 基金積立金

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 国民健康保険事業 14 3,209 3,223 3,209

財政調整基金積立

金

14 3,209 3,223 3,209

（款） 1 総務費    （項） 1 総務管理費

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

13 委託料 476 ■国保事務事業 476

  13 委託料 476

       電子計算処理等委託料 476

（単位：千円）

19 負担金、補助 △6,900 ■出産育児一時金支給事務 △6,900

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △6,900

       出産育児一時金 △6,900

（単位：千円）

財　源　組　替                

（単位：千円）

25 積立金 3,209 ■国民健康保険事業財政調整基金積立事務 3,209

  25 積立金 3,209

       国民健康保険事業財政調整基金積立金 3,209

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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議案第22号 

 

令和元年度 弥富市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和元年度弥富市の介護保険特別会計補正予算（第３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31,759千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ3,210,184千円とする。 

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。 

 

  令和２年３月９日提出          弥富市長 安 藤 正 明   

 

- 1 -



第１表　歳入歳出予算補正

歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 介護保険料 773,634 3,366 777,000

1 介護保険料 773,634 3,366 777,000

3 国庫支出金 622,857 10,823 633,680

1 国庫負担金 530,884 7,154 538,038

2 国庫補助金 91,973 3,669 95,642

4 支払基金交付金 817,604 9,208 826,812

1 支払基金交付金 817,604 9,208 826,812

5 県支出金 449,516 1,603 451,119

1 県負担金 428,645 1,603 430,248

7 繰入金 447,315 6,759 454,074

1 一般会計繰入金 447,315 6,759 454,074

歳　　　　入　　　　合　　　　計 3,178,425 31,759 3,210,184

歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 保険給付費 2,952,403 31,859 2,984,262

1 保険給付費 2,813,757 35,621 2,849,378

2 高額介護サービス等 52,678 400 53,078

費

3 高額医療合算介護サ 8,200 500 8,700

ービス等費

4 特定入所者介護サー 77,768 △4,662 73,106

ビス等費

4 地域支援事業費 134,994 △100 134,894

1 介護予防・生活支援 75,763 100 75,863

サービス事業費

2 包括的支援事業・任 59,231 △200 59,031

意事業費

歳　　　　出　　　　合　　　　計 3,178,425 31,759 3,210,184
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歳入歳出補正予算事項別明細書

総　括

歳　入 （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

1 介護保険料 773,634 3,366 777,000

3 国庫支出金 622,857 10,823 633,680

4 支払基金交付金 817,604 9,208 826,812

5 県支出金 449,516 1,603 451,119

7 繰入金 447,315 6,759 454,074

歳　　　　入　　　　合　　　　計 3,178,425 31,759 3,210,184
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歳　出

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源

1 総務費 53,347 0 53,347

2 保険給付費 2,952,403 31,859 2,984,262

4 地域支援事業費 134,994 △100 134,894

歳　　出　　合　　計 3,178,425 31,759 3,210,184
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（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

811 △811

8,757 16,632 6,470

2,858 146 △3,104

12,426 15,967 3,366

一 般 財 源
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歳入

（款）  1 介護保険料

（項）  1 介護保険料

1 第１号被保険者保険料 773,634 3,366 777,000

773,634 3,366 777,000

（款）  3 国庫支出金

（項）  1 国庫負担金

1 介護給付費負担金 530,884 7,154 538,038

530,884 7,154 538,038

（款）  3 国庫支出金

（項）  2 国庫補助金

2 介護予防事業交付金 15,152 20 15,172

3 包括的支援事業・任意事業交付金 22,803 △77 22,726

4 保険者機能強化推進交付金 3,000 2,915 5,915

6 介護保険事業費補助金 0 811 811

91,973 3,669 95,642

（款）  4 支払基金交付金

（項）  1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金 797,148 9,036 806,184

2 地域支援事業交付金 20,456 172 20,628

817,604 9,208 826,812

（款）  5 県支出金

（項）  1 県負担金

1 介護給付費負担金 428,645 1,603 430,248

428,645 1,603 430,248

（款）  7 繰入金

（項）  1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金 369,050 3,057 372,107

2 介護予防事業繰入金 9,470 12 9,482

3 包括的支援事業・任意事業繰入金 11,401 △38 11,363

4 その他一般会計繰入金 53,327 △811 52,516

（款） 1 介護保険料    （項） 1 介護保険料

補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 現年度分特別徴収保険料 22,605 現年度分特別徴収保険料 22,605

2 現年度分普通徴収保険料 △19,239 現年度分普通徴収保険料 △19,239

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 7,154 介護給付費負担金 7,154

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 20 介護予防事業交付金 20

1 現年度分 △77 包括的支援事業・任意事業交付金 △77

1 現年度分 2,915 保険者機能強化推進交付金 2,915

1 現年度分 811 介護保険事務処理システム改修事業費補助金 811

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 9,036 介護給付費交付金 9,036

1 現年度分 172 地域支援事業交付金 172

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 1,603 介護給付費負担金 1,603

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 3,057 介護給付費繰入金 3,057

1 現年度分 12 介護予防事業繰入金 12

1 現年度分 △38 包括的支援事業・任意事業繰入金 △38

2 事務費繰入金 △811 事務費繰入金 △811

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  7 繰入金

（項）  1 一般会計繰入金

5 低所得者保険料軽減繰入金 4,067 4,539 8,606

447,315 6,759 454,074

（款） 7 繰入金    （項） 1 一般会計繰入金

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 低所得者保険料軽減繰入金 4,539 低所得者保険料軽減繰入金 4,539

説　　　　　　　　　　　　　明
節

区　　分
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歳出

（款）  1 総務費

（項）  1 総務管理費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 一般管理費 50,482 0 50,482 811 △811

50,895 0 50,895 811 △811

（款）  2 保険給付費

（項）  1 保険給付費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 保険給付費 2,812,202 35,576 2,847,778 8,355 15,869 11,352

2 その他諸費 1,555 45 1,600 5 9 31

2,813,757 35,621 2,849,378 8,360 15,878 11,383

（款）  2 保険給付費

（項）  2 高額介護サービス等費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 高額介護サービス 52,678 400 53,078 156 296 △52

等費

52,678 400 53,078 156 296 △52

（款）  2 保険給付費

（項）  3 高額医療合算介護サービス等費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 高額医療合算介護 8,200 500 8,700 26 49 425

サービス等費

（款） 1 総務費    （項） 1 総務管理費

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源
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（単位：千円）

財　源　組　替                

（単位：千円）

19 負担金、補助 35,576 ■サービス費給付事務 35,576

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 35,576

       居宅介護サービス給付費 51,201

       地域密着型介護サービス給付費 △17,981

       施設介護サービス給付費 △7,352

       居宅介護福祉用具購入費 △1,093

       居宅介護住宅改修費 △3,441

       居宅介護サービス計画給付費 7,822

       介護予防サービス給付費 5,058

       介護予防福祉用具購入費 △1,036

       介護予防住宅改修費 1,676

       介護予防サービス計画給付費 722

12 役務費 45 ■審査手数料支払事務 45

  12 役務費 45

       介護報酬審査支払手数料 45

（単位：千円）

19 負担金、補助 400 ■高額介護サービス費給付事務 400

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 400

       高額介護サービス費 400

（単位：千円）

19 負担金、補助 500 ■高齢医療合算介護サービス費給付事務 500

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 500

       高額医療合算介護サービス費 500

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  2 保険給付費

（項）  3 高額医療合算介護サービス等費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

8,200 500 8,700 26 49 425

（款）  2 保険給付費

（項）  4 特定入所者介護サービス等費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 特定入所者介護サ 77,768 △4,662 73,106 215 409 △5,286

ービス等費

77,768 △4,662 73,106 215 409 △5,286

（款）  4 地域支援事業費

（項）  1 介護予防・生活支援サービス事業費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 介護予防・生活支 75,616 100 75,716 2,935 184 △3,019

援サービス事業費

75,763 100 75,863 2,935 184 △3,019

（款）  4 地域支援事業費

（項）  2 包括的支援事業・任意事業費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 包括的支援事業費 41,128 0 41,128 △54 △27 81

2 任意事業費 18,103 △200 17,903 △23 △11 △166

59,231 △200 59,031 △77 △38 △85

（款） 2 保険給付費    （項） 3 高額医療合算介護サービス等費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

（単位：千円）

19 負担金、補助 △4,662 ■特定入所者介護サービス費給付事務 △4,662

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △4,662

       特定入所者介護サービス費 △4,662

（単位：千円）

8 報償費 △800 ■介護予防事業 100

11 需用費 △100   08 報償費 △800

13 委託料 1,000        講師謝礼 △800

  11 需用費 △100

       印刷製本費 △100

  13 委託料 1,000

       ふれあいサロン等運営事業委託料 300

       介護予防プラン作成委託料 700

（単位：千円）

財　源　組　替                

13 委託料 △200 ■認知症総合支援事業費 △200

  13 委託料 △200

       認知症総合支援事業委託料 △200

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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議案第23号 

 

令和元年度 弥富市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和元年度弥富市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第３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40,161千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ418,776千円とする。 

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。 

 

  令和２年３月９日提出          弥富市長 安 藤 正 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

4 県支出金 117,150 △12,700 104,450

1 県補助金 117,150 △12,700 104,450

6 繰入金 239,577 △21,542 218,035

1 一般会計繰入金 239,577 △21,542 218,035

7 繰越金 20,932 △5,919 15,013

1 繰越金 20,932 △5,919 15,013

歳　　　　入　　　　合　　　　計 458,937 △40,161 418,776

歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 農業集落排水事業費 334,901 △40,161 294,740

1 農業集落排水事業費 334,901 △40,161 294,740

歳　　　　出　　　　合　　　　計 458,937 △40,161 418,776
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歳入歳出補正予算事項別明細書

総　括

歳　入 （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

4 県支出金 117,150 △12,700 104,450

6 繰入金 239,577 △21,542 218,035

7 繰越金 20,932 △5,919 15,013

歳　　　　入　　　　合　　　　計 458,937 △40,161 418,776
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歳　出

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源

1 農業集落排水事業費 334,901 △40,161 294,740

歳　　出　　合　　計 458,937 △40,161 418,776
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（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

△12,700 △27,461

△12,700 △27,461

一 般 財 源
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歳入

（款）  4 県支出金

（項）  1 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金 117,150 △12,700 104,450

117,150 △12,700 104,450

（款）  6 繰入金

（項）  1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金 239,577 △21,542 218,035

239,577 △21,542 218,035

（款）  7 繰越金

（項）  1 繰越金

1 繰越金 20,932 △5,919 15,013

20,932 △5,919 15,013

（款） 4 県支出金    （項） 1 県補助金

補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 農業集落排水事業費補助金 △12,700 単独土地改良事業補助金 △8,550

団体営調査設計事業補助金 △4,150

（単位：千円）

金　　額

1 一般会計繰入金 △21,542 一般会計繰入金 △21,542

（単位：千円）

金　　額

1 繰越金 △5,919 繰越金 △5,919

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　明
節

区　　分
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歳出

（款）  1 農業集落排水事業費

（項）  1 農業集落排水事業費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 総務管理費 28,139 △5,361 22,778 △5,361

3 施設管理費 306,762 △34,800 271,962 △12,700 △22,100

334,901 △40,161 294,740 △12,700 △27,461

（款） 1 農業集落排水事業費    （項） 1 農業集落排水事業費

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

13 委託料 △2,500 ■農業集落排水総務管理事務事業 △5,361

27 公課費 △2,861   13 委託料 △2,500

       総合収納システム導入委託料 △2,500

  27 公課費 △2,861

       消費税 △2,861

11 需用費 △4,000 ■農業集落排水施設管理事業 △34,800

12 役務費 △800   11 需用費 △4,000

13 委託料 △5,900        電気料 △4,000

15 工事請負費 △24,100   12 役務費 △800

       施設維持手数料 △800

  13 委託料 △5,900

       設計監理委託料 △5,900

  15 工事請負費 △24,100

       処理施設維持補修工事請負費 △7,000

       機能強化対策工事請負費 △17,100

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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議案第24号 

 

令和元年度 弥富市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和元年度弥富市の公共下水道事業特別会計補正予算（第３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45,174千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,263,611千円とする。 

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。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

  令和２年３月９日提出          弥富市長 安 藤 正 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 使用料及び手数料 133,001 10,000 143,001

1 使用料 133,001 10,000 143,001

4 県支出金 1 2,175 2,176

1 県補助金 1 2,175 2,176

5 繰入金 287,785 △26,698 261,087

1 一般会計繰入金 287,785 △26,698 261,087

6 繰越金 20,885 10,708 31,593

1 繰越金 20,885 10,708 31,593

7 諸収入 32,813 641 33,454

3 雑入 32,810 641 33,451

8 市債 570,300 △42,000 528,300

1 市債 570,300 △42,000 528,300

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,308,785 △45,174 1,263,611
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歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 下水道事業費 1,066,386 △41,174 1,025,212

1 下水道事業費 1,066,386 △41,174 1,025,212

2 公債費 242,167 △4,000 238,167

1 公債費 242,167 △4,000 238,167

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,308,785 △45,174 1,263,611
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第２表 地方債補正 

 

（変更） 

起債の目的 

限    度    額 

補  正  前   補  正  額   補  正  後   

公共下水道事業 548,400千円 △39,000千円 509,400千円 

流域下水道事業 21,900千円 △3,000千円 18,900千円 
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歳入歳出補正予算事項別明細書

総　括

歳　入 （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

2 使用料及び手数料 133,001 10,000 143,001

4 県支出金 1 2,175 2,176

5 繰入金 287,785 △26,698 261,087

6 繰越金 20,885 10,708 31,593

7 諸収入 32,813 641 33,454

8 市債 570,300 △42,000 528,300

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,308,785 △45,174 1,263,611
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歳　出

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源

1 下水道事業費 1,066,386 △41,174 1,025,212

2 公債費 242,167 △4,000 238,167

歳　　出　　合　　計 1,308,785 △45,174 1,263,611
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（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

2,175 △42,000 10,000 △11,349

△4,000

2,175 △42,000 10,000 △15,349

一 般 財 源
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歳入

（款）  2 使用料及び手数料

（項）  1 使用料

1 使用料 133,001 10,000 143,001

133,001 10,000 143,001

（款）  4 県支出金

（項）  1 県補助金

1 下水道事業費県補助金 1 2,175 2,176

1 2,175 2,176

（款）  5 繰入金

（項）  1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金 287,785 △26,698 261,087

287,785 △26,698 261,087

（款）  6 繰越金

（項）  1 繰越金

1 繰越金 20,885 10,708 31,593

20,885 10,708 31,593

（款）  7 諸収入

（項）  3 雑入

1 雑入 32,810 641 33,451

32,810 641 33,451

（款）  8 市債

（項）  1 市債

1 下水道債 570,300 △42,000 528,300

570,300 △42,000 528,300

（款） 2 使用料及び手数料    （項） 1 使用料

補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 下水道使用料 10,000 公共下水道使用料現年度分 10,000

（単位：千円）

金　　額

1 下水道事業費補助金 2,175 公共下水道事業費補助金 2,175

（単位：千円）

金　　額

1 一般会計繰入金 △26,698 一般会計繰入金 △26,698

（単位：千円）

金　　額

1 繰越金 10,708 繰越金 10,708

（単位：千円）

金　　額

1 雑入 641 消費税還付金 641

（単位：千円）

金　　額

1 公共下水道事業債 △39,000 公共下水道事業債 △39,000

3 流域下水道事業債 △3,000 流域下水道事業債 △3,000

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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歳出

（款）  1 下水道事業費

（項）  1 下水道事業費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 総務管理費 50,590 800 51,390 7,585 △6,785

2 建設費 903,064 △41,974 861,090 2,175 △42,000 2,415 △4,564

1,066,386 △41,174 1,025,212 2,175 △42,000 10,000 △11,349

（款）  2 公債費

（項）  1 公債費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 利子 84,484 △4,000 80,484 △4,000

242,167 △4,000 238,167 △4,000

（款） 1 下水道事業費    （項） 1 下水道事業費

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

19 負担金、補助 800 ■公共下水道総務管理事務事業 800

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 800

       使用料徴収事務負担金 800

15 工事請負費 △39,000 ■公共下水道施設建設事業 △41,974

19 負担金、補助 △2,974   15 工事請負費 △39,000

及び交付金        公共下水道工事請負費 △39,000

  19 負担金、補助及び交付金 △2,974

       日光川下流流域下水道建設事業負担金 △2,974

（単位：千円）

23 償還金、利子 △4,000 ■市債利子償還事務 △4,000

及び割引料   23 償還金、利子及び割引料 △4,000

       市債利子（前年度借入分） △4,000

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

- 11 -



千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１　公 営 企 業 債

（１） 6,373,690528,300 157,683 0 157,683 6,415,690 △ 42,000

補正前

下 水 道 事 業 570,300 △ 42,000

157,683570,300 △ 42,000 528,300 0157,683

補正後

6,373,690

補正前 補正額

△ 42,0006,415,690

地方債の補正に伴う令和元年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　分

令和元年度中起債見込額 令和元年度中元金償還見込額 令和元年度末現在高見込額

補正前 補正額 補正後補正額補正後
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