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議案第２２号 

 

平成２８年度 弥富市一般会計補正予算（第６号） 

 

 平成２８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１３０，５１０千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４，８７６，７１２千円とする。 

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 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

  平成２９年２月２８日提出        弥富市長 服 部 彰 文   

 

 



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 8,094,505 100,300 8,194,805

1 市民税 2,855,270 60,600 2,915,870

2 固定資産税 4,837,135 30,000 4,867,135

3 軽自動車税 86,500 700 87,200

4 市たばこ税 315,000 9,000 324,000

4 配当割交付金 54,000 △21,000 33,000

1 配当割交付金 54,000 △21,000 33,000

5 株式等譲渡所得割交 46,000 △29,000 17,000

付金

1 株式等譲渡所得割交 46,000 △29,000 17,000

付金

6 地方消費税交付金 795,000 15,000 810,000

1 地方消費税交付金 795,000 15,000 810,000

7 ゴルフ場利用税交付 22,100 900 23,000

金

1 ゴルフ場利用税交付 22,100 900 23,000

金

8 自動車取得税交付金 73,000 14,000 87,000

1 自動車取得税交付金 73,000 14,000 87,000

13 使用料及び手数料 327,975 115 328,090

1 使用料 260,005 115 260,120

14 国庫支出金 1,548,881 53,796 1,602,677

1 国庫負担金 1,339,729 △32,504 1,307,225

2 国庫補助金 201,879 86,300 288,179

15 県支出金 1,108,177 △35,703 1,072,474

1 県負担金 448,621 △4,488 444,133

2 県補助金 558,280 △26,996 531,284

3 委託金 100,676 △4,219 96,457

16 財産収入 17,372 △1,040 16,332

1 財産運用収入 17,370 △1,040 16,330

17 寄附金 8 1,539 1,547

1 寄附金 8 1,539 1,547

18 繰入金 646,771 △226,474 420,297

2 基金繰入金 625,290 △226,474 398,816
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歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

20 諸収入 230,598 △6,643 223,955

4 受託事業収入 28,603 △5,000 23,603

5 雑入 144,583 △1,643 142,940

21 市債 637,900 3,700 641,600

1 市債 637,900 3,700 641,600

歳　　　　入　　　　合　　　　計 15,007,222 △130,510 14,876,712
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歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 総務費 1,665,807 △41,602 1,624,205

1 総務管理費 1,218,114 △30,973 1,187,141

2 徴税費 308,731 △4,322 304,409

4 選挙費 25,538 △6,307 19,231

3 民生費 6,084,463 185,277 6,269,740

1 社会福祉費 1,566,963 232,168 1,799,131

2 児童福祉費 2,886,332 △49,094 2,837,238

3 老人福祉費 1,148,753 2,203 1,150,956

4 衛生費 1,101,522 △27,060 1,074,462

1 保健衛生費 505,203 △12,359 492,844

2 清掃費 596,319 △14,701 581,618

6 農林水産業費 1,257,718 △37,250 1,220,468

1 農業費 1,248,498 △37,250 1,211,248

7 商工費 157,282 △5,837 151,445

1 商工費 157,282 △5,837 151,445

8 土木費 1,241,787 △186,662 1,055,125

2 道路橋梁費 463,817 △37,109 426,708

3 河川費 113,110 △12,505 100,605

4 都市計画費 595,920 △137,048 458,872

9 消防費 762,850 △3,685 759,165

1 消防費 762,850 △3,685 759,165

10 教育費 1,304,642 △4,651 1,299,991

1 教育総務費 229,710 △1,700 228,010

2 小学校費 403,611 8,620 412,231

3 中学校費 268,249 △2,550 265,699

4 社会教育費 273,858 △4,735 269,123

5 保健体育費 106,214 △686 105,528

6 私立学校費 23,000 △3,600 19,400

12 公債費 1,220,248 △9,040 1,211,208

1 公債費 1,220,248 △9,040 1,211,208

歳　　　　出　　　　合　　　　計 15,007,222 △130,510 14,876,712
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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 
03 戸籍住民基本台

帳費 
戸籍住民基本台帳事務事業 6,620千円 

03 民生費 01 社会福祉費 臨時福祉給付金給付事業 99,019千円 

10 教育費 02 小学校費 小学校管理運営事業 93,140千円 
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第３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   

道路橋梁整備事業 65,600千円 △3,200千円 62,400千円 

学校施設整備事業 154,100千円 6,900千円 161,000千円 

 



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 8,094,505 100,300 8,194,805

4 配当割交付金 54,000 △21,000 33,000

5 株式等譲渡所得割交付金 46,000 △29,000 17,000

6 地方消費税交付金 795,000 15,000 810,000

7 ゴルフ場利用税交付金 22,100 900 23,000

8 自動車取得税交付金 73,000 14,000 87,000

13 使用料及び手数料 327,975 115 328,090

14 国庫支出金 1,548,881 53,796 1,602,677

15 県支出金 1,108,177 △35,703 1,072,474

16 財産収入 17,372 △1,040 16,332

17 寄附金 8 1,539 1,547

18 繰入金 646,771 △226,474 420,297

20 諸収入 230,598 △6,643 223,955

21 市債 637,900 3,700 641,600

歳　　　　入　　　　合　　　　計 15,007,222 △130,510 14,876,712
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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

2 総務費 1,665,807 △41,602 1,624,205

3 民生費 6,084,463 185,277 6,269,740

4 衛生費 1,101,522 △27,060 1,074,462

6 農林水産業費 1,257,718 △37,250 1,220,468

7 商工費 157,282 △5,837 151,445

8 土木費 1,241,787 △186,662 1,055,125

9 消防費 762,850 △3,685 759,165

10 教育費 1,304,642 △4,651 1,299,991

12 公債費 1,220,248 △9,040 1,211,208

歳　　出　　合　　計 15,007,222 △130,510 14,876,712
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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

△5,036 1,460 △38,026

60,637 △6,389 131,029

△27,060

△27,437 △9,813

△5,837

△19,924 △3,200 115 △163,653

△3,685

6,953 6,900 999 △19,503

△170,000 160,960

15,193 3,700 △173,815 24,412

一 般 財 源
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歳入

（款）  1 市税

（項）  1 市民税

1 個人 2,454,000 25,000 2,479,000

2 法人 401,270 35,600 436,870

2,855,270 60,600 2,915,870

（款）  1 市税

（項）  2 固定資産税

1 固定資産税 4,532,000 30,000 4,562,000

4,837,135 30,000 4,867,135

（款）  1 市税

（項）  3 軽自動車税

1 軽自動車税 86,500 700 87,200

86,500 700 87,200

（款）  1 市税

（項）  4 市たばこ税

1 市たばこ税 315,000 9,000 324,000

315,000 9,000 324,000

（款）  4 配当割交付金

（項）  1 配当割交付金

1 配当割交付金 54,000 △21,000 33,000

54,000 △21,000 33,000

（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 46,000 △29,000 17,000

46,000 △29,000 17,000

（款） 1 市税    （項） 1 市民税

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

目

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 現年課税分 25,000 個人市民税（所得割） 25,000

1 現年課税分 34,000 法人市民税（法人税割） 34,000

2 滞納繰越分 1,600 滞納繰越分 1,600

（単位：千円）

金　　額

1 現年課税分 30,000 固定資産税（家屋） 30,000

（単位：千円）

金　　額

1 現年課税分 700 軽自動車税（軽自動車） 700

（単位：千円）

金　　額

1 現年課税分 9,000 市たばこ税 9,000

（単位：千円）

金　　額

1 配当割交付金 △21,000 配当割交付金 △21,000

（単位：千円）

金　　額

1 株式等譲渡所得割交付金 △29,000 株式等譲渡所得割交付金 △29,000

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

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

- 11 -



（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 795,000 15,000 810,000

795,000 15,000 810,000

（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 22,100 900 23,000

22,100 900 23,000

（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 73,000 14,000 87,000

73,000 14,000 87,000

（款） 13 使用料及び手数料

（項）  1 使用料

6 土木使用料 20,119 115 20,234

260,005 115 260,120

（款） 14 国庫支出金

（項）  1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金 1,338,229 △32,504 1,305,725

1,339,729 △32,504 1,307,225

（款） 14 国庫支出金

（項）  2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金 83,568 99,019 182,587

3 土木費国庫補助金 63,769 △16,755 47,014

（款） 6 地方消費税交付金    （項） 1 地方消費税交付金

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

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 地方消費税交付金 15,000 地方消費税交付金 15,000

（単位：千円）

金　　額

1 ゴルフ場利用税交付金 900 ゴルフ場利用税交付金 900

（単位：千円）

金　　額

1 自動車取得税交付金 14,000 自動車取得税交付金 14,000

（単位：千円）

金　　額

3 公共物使用料 115 排水路使用料 115

（単位：千円）

金　　額

1 社会福祉費負担金 366 国民健康保険保険基盤安定負担金 366

2 児童福祉費負担金 △32,870 児童手当負担金 △29,260

児童扶養手当費負担金 △3,400

高等職業訓練促進給付費負担金 △210

（単位：千円）

金　　額

1 社会福祉費補助金 99,019 臨時福祉給付金給付事業費補助金 84,000

臨時福祉給付金給付事務費補助金 15,019

3 道路橋梁費補助金 △8,935 道路改良工事補助金 △5,250

舗装工事補助金 △385

橋梁整備工事補助金 △4,125

橋梁点検事業費補助金 825

説　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　明
節

区　　分

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分

節

区　　分

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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（款） 14 国庫支出金

（項）  2 国庫補助金

4 教育費国庫補助金 25,676 1,953 27,629

7 総務費国庫補助金 14,722 2,083 16,805

201,879 86,300 288,179

（款） 15 県支出金

（項）  1 県負担金

1 民生費県負担金 447,871 △4,488 443,383

448,621 △4,488 444,133

（款） 15 県支出金

（項）  2 県補助金

1 総務費県補助金 1,000 5,000 6,000

2 民生費県補助金 199,395 △1,390 198,005

4 農林水産業費県補助金 294,698 △27,437 267,261

6 土木費県補助金 57,697 △3,169 54,528

558,280 △26,996 531,284

（款） 15 県支出金

（項）  3 委託金

1 総務費委託金 99,823 △4,219 95,604

100,676 △4,219 96,457

（款） 14 国庫支出金    （項） 2 国庫補助金

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

補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

4 住宅費補助金 △8,320 住宅建築物耐震安全ストック形成事業費補助金 △3,210

狭あい道路整備等促進事業補助金 △5,110

5 都市公園費補助金 500 公園施設長寿命化補助金 500

1 学校教育費補助金 3,120 学校施設環境改善交付金 3,120

2 私立学校費補助金 △1,167 幼稚園就園奨励費補助金 △1,167

1 総務管理費補助金 2,083 番号制度整備費補助金（住民基本台帳システム） 522

番号制度整備費補助金（中間サーバー） 184

番号制度整備費補助金（団体内統合宛名システム）1,377

（単位：千円）

金　　額

1 社会福祉費負担金 1,132 国民健康保険保険基盤安定負担金 1,132

2 児童福祉費負担金 △5,620 児童手当負担金 △5,620

（単位：千円）

金　　額

1 総務管理費補助金 5,000 元気な愛知の市町村づくり補助金（チャレンジ枠）5,000

2 児童福祉費補助金 △1,390 １歳児保育実施費補助金 △1,390

1 農業費補助金 △27,437 農業委員会補助金 563

農業振興対策事業補助金 △28,000

1 道路橋梁費補助金 △600 道路改良工事補助金 △600

2 都市計画費補助金 △2,164 あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 △2,164

3 住宅費補助金 △1,605 民間木造住宅耐震診断費補助金 △255

民間木造住宅耐震改修費補助金 △1,125

民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金 △225

5 河川費補助金 1,200 河川整備工事補助金 1,200

（単位：千円）

金　　額

2 徴税費委託金 2,900 県民税徴収委託金 2,900

4 選挙費委託金 △7,119 参議院議員通常選挙執行委託金 △7,119

説　　　　　　　　　　　　　明
節

区　　分

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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（款） 16 財産収入

（項）  1 財産運用収入

2 利子及び配当金 5,150 △1,040 4,110

17,370 △1,040 16,330

（款） 17 寄附金

（項）  1 寄附金

1 一般寄附金 1 311 312

3 民生費寄附金 1 229 230

8 教育費寄附金 1 999 1,000

8 1,539 1,547

（款） 18 繰入金

（項）  2 基金繰入金

2 財政調整基金繰入金 308,429 △54,856 253,573

4 減債基金繰入金 170,000 △170,000 0

6 地域福祉振興基金繰入金 31,319 △1,618 29,701

625,290 △226,474 398,816

（款） 20 諸収入

（項）  4 受託事業収入

2 保育所受託事業収入 7,779 △5,000 2,779

28,603 △5,000 23,603

（款） 20 諸収入

（項）  5 雑入

4 雑入 143,988 △1,643 142,345

144,583 △1,643 142,940

（款） 16 財産収入    （項） 1 財産運用収入

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

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 利子及び配当金 △1,040 財政調整基金利子 △940

減債基金利子 △100

（単位：千円）

金　　額

1 一般寄附金 311 一般寄附金 311

1 民生費寄附金 229 民生費寄附金 229

1 教育費寄附金 999 教育費寄附金 999

（単位：千円）

金　　額

1 財政調整基金繰入金 △54,856 財政調整基金繰入金 △54,856

1 減債基金繰入金 △170,000 減債基金繰入金 △170,000

1 地域福祉振興基金繰入金 △1,618 地域福祉振興基金繰入金 △1,618

（単位：千円）

金　　額

1 保育所受託事業収入 △5,000 保育所受託事業収入 △5,000

（単位：千円）

金　　額

1 総務雑入 2,500 海部南部広域事務組合派遣職員負担金 200

後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 1,800

東日本大震災被災地派遣職員負担金 500

7 土木雑入 529 その他の収入 529

11 市町村振興協会新宝くじ交 △1,532 市町村振興協会新宝くじ交付金 △1,532

付金

12 市町村振興協会基金交付金 △3,140 市町村振興協会基金交付金 △3,140

説　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分

節

区　　分

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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（款） 21 市債

（項）  1 市債

3 土木債 65,600 △3,200 62,400

8 教育債 154,100 6,900 161,000

637,900 3,700 641,600

（款） 21 市債    （項） 1 市債

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

3 道路橋梁整備事業債 △3,200 道路橋梁整備事業債 △3,200

1 学校施設整備事業債 6,900 学校施設整備事業債 6,900

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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歳出

（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

1 一般管理費 522,041 △1,350 520,691 2,500 △3,850

2 人事管理費 60,921 △1,397 59,524 △1,397

4 財政管理費 117,897 △1,040 116,857 △1,040

7 財産管理費 121,466 △17,390 104,076 △17,390

（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
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（単位：千円）

13 委託料 △216 ■総務一般管理事務事業 △1,350

14 使用料及び賃 △1,134   13 委託料 △216

借料        番号制度支援業務委託料 △216

  14 使用料及び賃借料 △1,134

       複写機借上料 △993

       印刷機借上料 △141

4 共済費 △710 ■人事管理事務事業 △1,020

12 役務費 △100   04 共済費 △710

13 委託料 △587        臨時職員社会保険料 △710

  12 役務費 △100

       郵便料 △100

  13 委託料 △210

       職員採用試験委託料 △210

■職員健康管理事業 △377

  13 委託料 △377

       職員健康診断委託料 △137

       職員ストレスチェック委託料 △240

25 積立金 △1,040 ■基金積立金事務 △1,040

  25 積立金 △1,040

       財政調整基金積立金 △940

       減債基金積立金 △100

11 需用費 △4,625 ■庁舎等管理運営事業 △9,398

12 役務費 △2,415   11 需用費 △4,625

13 委託料 △3,573        燃料費 △1,425

14 使用料及び賃 △200        電気料 △3,000

借料        水道料 △200

15 工事請負費 △6,577   12 役務費 △2,000

       電信電話料 △2,000

  13 委託料 △2,573

       清掃委託料 △318

       電話設備保守委託料 △317

       空調設備保守委託料 △1,204

       電話交換業務委託料 △734

  14 使用料及び賃借料 △200

       下水道等使用料 △200

■新庁舎建設事業 △7,992

  12 役務費 △415

       手数料 △415

  13 委託料 △1,000

       仮移転業務委託料 △1,000

  15 工事請負費 △6,577

       仮庁舎改築等工事請負費 △1,077

       代替地整備工事請負費 △5,500

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

8 企画費 44,237 △250 43,987 △250

9 電子計算管理費 159,981 △2,656 157,325 1,561 △4,217

13 交通安全対策費 110,896 △5,390 105,506 △5,390

14 防犯対策費 31,835 △1,500 30,335 △1,500

1,218,114 △30,973 1,187,141 1,561 1,460 △33,994

（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 140,889 △4,322 136,567 △4,322

（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

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 △250 ■市制１０周年記念事業 △250

  07 賃金 △250

       臨時職員賃金 △250

13 委託料 △1,183 ■電子計算管理事務事業 △769

14 使用料及び賃 △704   19 負担金、補助及び交付金 △769

借料        あいち電子自治体推進協議会負担金 △769

19 負担金、補助 △769 ■電子計算機処理管理運用事業 △1,887

及び交付金   13 委託料 △1,183

       電子計算処理等委託料 △1,183

  14 使用料及び賃借料 △704

       機械器具借上料 △704

8 報償費 △100 ■交通指導員設置事業 △520

13 委託料 △360   13 委託料 △360

19 負担金、補助 △4,930        踏切周辺誘導員配置業務委託料 △360

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △160

       弥富市交通指導員会補助金 △160

■コミュニティバス運行事業 △4,870

  08 報償費 △100

       弥富市地域公共交通活性化協議会委員報償費 △100

  19 負担金、補助及び交付金 △4,770

       弥富市地域公共交通活性化協議会負担金 △4,770

19 負担金、補助 △1,500 ■防犯設備管理事業 △1,500

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △1,500

       防犯設備整備費補助金 △1,500

（単位：千円）

7 賃金 △430 ■資産税賦課事務事業 △2,947

8 報償費 △367   13 委託料 △2,947

12 役務費 △578        固定資産評価業務委託料 △1,955

13 委託料 △2,947        標準宅地鑑定評価委託料 △130

       地図情報公図等修正業務委託料 △516

       航空写真撮影業務委託料 △346

■徴収事務事業 △1,375

  07 賃金 △430

       臨時職員賃金 △430

  08 報償費 △367

       期限前納付報奨金 △367

  12 役務費 △578

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

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

308,731 △4,322 304,409 △4,322

（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 84,487 0 84,487 522 △522

費

84,487 0 84,487 522 △522

（款）  2 総務費

（項）  4 選挙費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

6 参議院議員通常選 23,660 △6,307 17,353 △7,119 812

挙費

25,538 △6,307 19,231 △7,119 812

（款） 2 総務費    （項） 2 徴税費

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
一般財源
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（単位：千円）

       納付事務手数料 △578

（単位：千円）

財　源　組　替                

（単位：千円）

1 報酬 △104 ■参議院議員通常選挙事務事業 △6,307

3 職員手当等 △1,061   01 報酬 △104

11 需用費 △1,676        投票管理者（期日前投票所）報酬　１７人 △104

12 役務費 △481   03 職員手当等 △1,061

13 委託料 △825        時間外勤務手当 △682

18 備品購入費 △2,160        管理職員特別勤務手当 △179

       休日勤務手当 △200

  11 需用費 △1,676

       消耗品費 △1,175

       食糧費 △273

       印刷製本費 △228

  12 役務費 △481

       郵便料 △199

       手数料 △282

  13 委託料 △825

       ポスター掲示場設置撤去委託料 △484

       投票受付等業務委託料 △341

  18 備品購入費 △2,160

       機械器具費 △2,160

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
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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 社会福祉総務費 1,421,824 131,998 1,553,822 1,498 130,500

4 臨時福祉給付金 36,627 100,170 136,797 99,019 1,151

1,566,963 232,168 1,799,131 100,517 131,651

（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 405,899 △11,594 394,305 △3,610 △7,984

（款） 3 民生費    （項） 1 社会福祉費

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）

28 繰出金 131,998 ■国民健康保険特別会計繰出事務 131,998

  28 繰出金 131,998

       国民健康保険特別会計繰出金 130,000

       国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金 1,998

3 職員手当等 1,185 ■臨時福祉給付金給付事業 100,170

4 共済費 55   03 職員手当等 1,185

7 賃金 7,574        時間外勤務手当 1,185

9 旅費 10   04 共済費 55

11 需用費 506        臨時職員社会保険料 55

12 役務費 1,494   07 賃金 7,574

13 委託料 3,456        臨時職員賃金 7,574

14 使用料及び賃 739   09 旅費 10

借料        普通旅費 10

19 負担金、補助 84,000   11 需用費 506

及び交付金        消耗品費 121

23 償還金、利子 1,151        印刷製本費 385

及び割引料   12 役務費 1,494

       郵便料 1,081

       手数料 413

  13 委託料 3,456

       臨時福祉給付金システム開発等委託料 2,322

       申請書等作成委託料 648

       機械器具等保守委託料 486

  14 使用料及び賃借料 739

       機械器具借上料 584

       複写機借上料 155

  19 負担金、補助及び交付金 84,000

       臨時福祉給付金 84,000

  23 償還金、利子及び割引料 1,151

       臨時福祉給付金国庫補助金過年度分返還金 1,151

（単位：千円）

19 負担金、補助 △108 ■児童扶養手当支給事業 △9,500

及び交付金   20 扶助費 △9,500

20 扶助費 △11,486        児童扶養手当 △9,500

■遺児手当支給事業 △1,700

  20 扶助費 △1,700

       遺児手当 △1,700

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（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

2 児童手当 789,108 △36,000 753,108 △34,880 △1,120

3 保育所費 1,239,444 0 1,239,444 △1,390 △5,322 6,712

4 子ども医療対策費 213,483 0 213,483 229 △229

9 児童クラブ費 74,385 △1,500 72,885 △1,500

11 母子通園費 47,208 0 47,208 △717 717

2,886,332 △49,094 2,837,238 △39,880 △5,810 △3,404

（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 68,607 △2,020 66,587 △2,020

4 老人福祉センター 72,043 0 72,043 △579 579

費

6 介護保険事業費 392,672 4,223 396,895 4,223

1,148,753 2,203 1,150,956 △579 2,782

（款） 3 民生費    （項） 2 児童福祉費

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

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）

■母子家庭自立支援事業 △286

  20 扶助費 △286

       高等職業訓練促進給付金 △286

■子ども会助成事業 △108

  19 負担金、補助及び交付金 △108

       子ども会育成費補助金 △108

20 扶助費 △36,000 ■児童手当支給事業 △36,000

  20 扶助費 △36,000

       児童手当 △36,000

財　源　組　替                

財　源　組　替                

13 委託料 △1,500 ■児童クラブ管理運営事業 △1,500

  13 委託料 △1,500

       臨時職員派遣委託料 △1,500

財　源　組　替                

（単位：千円）

12 役務費 △211 ■給食サービス事業 △900

13 委託料 △1,009   13 委託料 △900

20 扶助費 △800        給食サービス事業委託料 △900

■寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 △109

  13 委託料 △109

       寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 △109

■緊急通報システム事業 △211

  12 役務費 △211

       福祉電話架設料 △211

■高齢者福祉タクシー料金助成事業 △800

  20 扶助費 △800

       高齢者等福祉タクシー料金助成費 △800

財　源　組　替                

28 繰出金 4,223 ■介護保険特別会計繰出事務 4,223

  28 繰出金 4,223

       介護保険特別会計給付費繰出金 7,943

       介護保険特別会計事務費繰出金 △500

       介護保険特別会計介護予防事業繰出金 △3,220

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
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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 36,017 △838 35,179 △838

3 公害対策費 2,092 △1,025 1,067 △1,025

4 保健センター費 65,315 △300 65,015 △300

5 予防費 143,722 △4,010 139,712 △4,010

6 保健事業費 118,460 △6,186 112,274 △6,186

505,203 △12,359 492,844 △12,359

（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 578,317 △11,809 566,508 △11,809

（款） 4 衛生費    （項） 1 保健衛生費

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）

13 委託料 △460 ■市営火葬場管理事業 △838

15 工事請負費 △378   13 委託料 △460

       市営火葬場管理業務委託料 △460

  15 工事請負費 △378

       火葬場火葬炉修繕工事請負費 △216

       火葬場管理棟修繕工事請負費 △162

12 役務費 △441 ■公害対策事業 △1,025

13 委託料 △584   12 役務費 △441

       公害等検査手数料 △441

  13 委託料 △584

       自動車騒音調査等業務委託料 △584

13 委託料 △300 ■一般保健事務事業 △300

  13 委託料 △300

       システム変更業務委託料 △300

13 委託料 △4,010 ■予防接種事業 △4,010

  13 委託料 △4,010

       個別予防接種委託料 △4,010

13 委託料 △3,480 ■母子保健事業 △6,209

19 負担金、補助 △1,270   13 委託料 △3,480

及び交付金        妊婦健康診査委託料 △2,930

20 扶助費 △1,540        乳児健康診査委託料 △330

23 償還金、利子 104        ６歳臼歯保護育成事業委託料 △220

及び割引料   19 負担金、補助及び交付金 △1,270

       妊婦健康診査費用補助金 △1,270

  20 扶助費 △1,540

       未熟児養育医療給付費 △1,540

  23 償還金、利子及び割引料 81

       子ども・子育て支援交付金過年度分返還金 81

■健康増進事業 23

  23 償還金、利子及び割引料 23

       感染症予防事業費等国庫補助金過年度分返還金 23

（単位：千円）

11 需用費 △8,300 ■ごみ収集事業 △11,098

12 役務費 △643   11 需用費 △8,300

13 委託料 △2,766        ごみ袋購入費 △8,300

15 工事請負費 △100   12 役務費 △643

       資源ごみ回収手数料 △400

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

3 し尿処理費 17,961 △2,892 15,069 △2,892

596,319 △14,701 581,618 △14,701

（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 78,678 0 78,678 563 △563

3 農業振興費 140,136 △27,718 112,418 △28,000 282

6 農地費 1,014,445 △9,532 1,004,913 △9,532

1,248,498 △37,250 1,211,248 △27,437 △9,813

（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
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（単位：千円）

       不法投棄処理手数料 △243

  13 委託料 △2,155

       ごみ収集運搬等業務委託料 △470

       資源ごみ処理委託料 △300

       廃蛍光管等処理委託料 △500

       資源ごみ回収委託料 △885

■最終処分場及び一時仮置場管理事業 △711

  13 委託料 △611

       最終処分場等管理委託料 △611

  15 工事請負費 △100

       浸出水処理施設電極等取替工事請負費 △100

19 負担金、補助 △2,892 ■合併処理浄化槽設置整備事業 △2,892

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △2,892

       合併処理浄化槽設置費補助金 △2,892

（単位：千円）

財　源　組　替                

13 委託料 282 ■農業振興事務事業 △28,000

19 負担金、補助 △28,000   19 負担金、補助及び交付金 △28,000

及び交付金        機構集積協力交付金 △28,000

■有害鳥獣駆除事業 282

  13 委託料 282

       有害鳥獣駆除委託料 282

19 負担金、補助 △9,532 ■土地改良施設維持管理整備事業 △6,000

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △6,000

       県営農業水利施設保全対策事業負担金 △6,000

■地盤沈下対策事業 △1,899

  19 負担金、補助及び交付金 △1,899

       県営地盤沈下対策事業負担金 △1,899

■広域農道整備事業 △1,633

  19 負担金、補助及び交付金 △1,633

       県営尾張西南部広域営農団地農道整備事業負担金 △1,633

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

2 商工振興費 115,022 △5,737 109,285 △5,737

3 観光費 15,676 △100 15,576 △100

157,282 △5,837 151,445 △5,837

（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 93,737 △950 92,787 △691 △259

3 道路新設改良費 274,416 △27,159 247,257 △9,504 1,100 △18,755

4 橋梁費 90,650 △9,000 81,650 △3,300 △4,300 △1,400

463,817 △37,109 426,708 △13,495 △3,200 △20,414

（款） 7 商工費    （項） 1 商工費

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）

11 需用費 △400 ■企業誘致事業 △5,047

13 委託料 △290   19 負担金、補助及び交付金 △5,047

19 負担金、補助 △5,047        企業立地指定企業交付奨励金 △5,047

及び交付金 ■産業会館管理運営事業 △690

  11 需用費 △400

       燃料費 △400

  13 委託料 △290

       空調設備保守委託料 △290

13 委託料 △100 ■観光振興推進事業 △100

  13 委託料 △100

       展示用金魚管理委託料 △100

（単位：千円）

13 委託料 △950 ■道路維持事業 △950

  13 委託料 △950

       地下道施設管理委託料 △526

       舗装修繕計画策定業務委託料 △424

13 委託料 △2,000 ■道路改良事業 △11,079

15 工事請負費 △10,000   15 工事請負費 △10,000

17 公有財産購入 △11,680        舗装工事請負費 △5,000

費        側溝工事請負費 △5,000

22 補償、補填及 △3,479   22 補償、補填及び賠償金 △1,079

び賠償金        占用物件移転補償金 △1,079

■事業用地取得事業 △16,080

  13 委託料 △2,000

       登記事務委託料 △2,000

  17 公有財産購入費 △11,680

       土地購入費 △11,680

  22 補償、補填及び賠償金 △2,400

       物件移転補償金 △2,400

15 工事請負費 △9,000 ■橋梁整備事業 △9,000

  15 工事請負費 △9,000

       橋梁工事請負費 △9,000

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  8 土木費

（項）  3 河川費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 河川総務費 113,110 △12,505 100,605 1,200 △13,705

113,110 △12,505 100,605 1,200 △13,705

（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 109,439 △10,612 98,827 △8,129 115 △2,598

5 公園費 48,899 0 48,899 500 △500

6 下水道費 328,010 △70,277 257,733 △70,277

7 市街地整備費 64,151 △56,159 7,992 △56,159

595,920 △137,048 458,872 △7,629 115 △129,534

（款） 8 土木費    （項） 3 河川費

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）

13 委託料 △12,000 ■河川維持事業 △12,505

15 工事請負費 △505   13 委託料 △12,000

       河川整備工事関連調査委託料 △12,000

  15 工事請負費 △505

       河川維持修繕工事請負費 △505

（単位：千円）

1 報酬 △130 ■都市計画総務事務事業 △2,094

13 委託料 △1,018   01 報酬 △130

19 負担金、補助 △9,464        都市計画審議会委員報酬　１３人 △130

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △1,964

       緑の街並み推進事業補助金 △1,964

■民間木造住宅耐震改修補助事業 △6,418

  13 委託料 △1,018

       耐震診断事業派遣等業務委託料 △1,018

  19 負担金、補助及び交付金 △5,400

       民間木造住宅耐震改修費補助金 △4,500

       民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金 △900

■狭あい道路事業 △2,100

  19 負担金、補助及び交付金 △2,100

       狭あい道路助成金 △800

       狭あい道路奨励金 △1,300

財　源　組　替                

13 委託料 △225 ■排水路管理事業 △225

28 繰出金 △70,052   13 委託料 △225

       排水施設管理委託料 △225

■公共下水道事業特別会計繰出事務 △70,052

  28 繰出金 △70,052

       公共下水道事業特別会計繰出金 △70,052

13 委託料 △56,159 ■市街地整備事業 △56,159

  13 委託料 △56,159

       市街地整備業務委託料 △159

       ＪＲ・名鉄弥富駅自由通路整備調査設計委託料 △47,000

       ＪＲ・名鉄弥富駅前広場測量設計委託料 △9,000

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（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 65,666 △114 65,552 △114

2 消防施設費 625,060 △1,131 623,929 △1,131

4 災害対策費 68,084 △2,440 65,644 △2,440

762,850 △3,685 759,165 △3,685

（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 8,782 △1,100 7,682 △1,100

2 事務局費 217,540 △600 216,940 △600

229,710 △1,700 228,010 △1,700

（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 391,882 8,620 400,502 3,120 7,200 △1,700

（款） 9 消防費    （項） 1 消防費

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）

19 負担金、補助 △114 ■消防団運営事業 △114

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △114

       消防団員福祉共済負担金 △114

19 負担金、補助 △1,131 ■消防設備整備事業 △1,131

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △1,131

       消防施設整備費補助金 △1,131

8 報償費 △100 ■災害対策事務事業 △306

13 委託料 △318   08 報償費 △100

15 工事請負費 △2,022        講師謝礼 △100

  13 委託料 △206

       津波避難計画策定業務委託料 △206

■防災会議事務事業 △112

  13 委託料 △112

       地域防災計画修正委託料 △112

■防災施設管理事業 △2,022

  15 工事請負費 △2,022

       防災施設工事請負費 △604

       防災無線等移設工事請負費 △1,418

（単位：千円）

13 委託料 △1,100 ■教育委員会事務事業 △1,100

  13 委託料 △1,100

       教職員検診委託料 △1,100

9 旅費 △100 ■事務局事務事業 △600

19 負担金、補助 △500   09 旅費 △100

及び交付金        費用弁償 △100

  19 負担金、補助及び交付金 △500

       愛知県職員派遣負担金 △500

（単位：千円）

13 委託料 △790 ■小学校管理運営事業 8,620

14 使用料及び賃 △700   13 委託料 △790

借料        設計監理委託料 210

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）  2 小学校費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

403,611 8,620 412,231 3,120 7,200 △1,700

（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 255,593 △1,850 253,743 △300 999 △2,549

2 教育振興費 12,656 △700 11,956 △700

268,249 △2,550 265,699 △300 999 △3,249

（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 157,293 △270 157,023 △270

2 公民館費 37,971 △3,078 34,893 △3,078

（款） 10 教育費    （項） 2 小学校費

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 10,110        空調設備保守委託料 △1,000

  14 使用料及び賃借料 △700

       下水道等使用料 △700

  15 工事請負費 10,110

       小学校修繕等工事請負費 10,110

（単位：千円）

11 需用費 △1,500 ■中学校管理運営事業 △1,850

13 委託料 △350   11 需用費 △1,500

       電気料 △1,500

  13 委託料 △350

       保健関係検査委託料 △100

       空調設備保守委託料 △250

20 扶助費 △700 ■教育支援事業 △700

  20 扶助費 △700

       要保護・準要保護生徒学用品費等補助金 △700

（単位：千円）

8 報償費 △160 ■文化展開催事業 △160

19 負担金、補助 △110   08 報償費 △160

及び交付金        文化展参加賞 △160

■６０歳年輪のつどい開催事業 △110

  19 負担金、補助及び交付金 △110

       年輪のつどい補助金 △110

13 委託料 △3,078 ■中央公民館管理運営事業 △2,881

  13 委託料 △2,881

       清掃委託料 △606

       空調設備保守委託料 △1,333

       舞台装置点検委託料 △692

       公民館管理委託料 △250

■十四山公民館管理運営事業 △197

  13 委託料 △197

       空調設備保守委託料 △197

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） 10 教育費

（項）  4 社会教育費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

6 コミュニティセン 25,236 △1,387 23,849 △1,387

ター費

7 歴史民俗資料館費 27,208 0 27,208 5,000 △5,000

273,858 △4,735 269,123 5,000 △9,735

（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 17,329 △686 16,643 △686

106,214 △686 105,528 △686

（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 23,000 △3,600 19,400 △1,167 △2,433

23,000 △3,600 19,400 △1,167 △2,433

（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 1,109,333 0 1,109,333 △157,903 157,903

2 利子 110,915 △9,040 101,875 △12,097 3,057

（款） 10 教育費    （項） 4 社会教育費

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

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）

13 委託料 △1,387 ■南部コミュニティセンター管理運営事業 △588

  13 委託料 △588

       空調設備保守委託料 △588

■白鳥コミュニティセンター管理運営事業 △799

  13 委託料 △799

       空調設備保守委託料 △799

財　源　組　替                

（単位：千円）

1 報酬 △186 ■地域スポーツ振興事業 △186

8 報償費 △500   01 報酬 △186

       スポーツ推進委員報酬　２１人 △186

■スポーツ大会・教室開催事業 △500

  08 報償費 △500

       講師謝礼 △500

（単位：千円）

19 負担金、補助 △3,600 ■幼稚園就園奨励費補助事業 △3,500

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △3,500

       私立幼稚園就園奨励費補助金 △3,500

■私立高等学校等授業料補助事業 △100

  19 負担金、補助及び交付金 △100

       私立高等学校等授業料補助金 △100

（単位：千円）

財　源　組　替                

23 償還金、利子 △9,040 ■市債利子償還事務 △9,040

及び割引料   23 償還金、利子及び割引料 △9,040

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） 12 公債費

（項）  1 公債費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1,220,248 △9,040 1,211,208 △170,000 160,960

（款） 12 公債費    （項） 1 公債費

補　　正　　額　　の　　財　　源

計

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

       市債利子（財務省） △961

       市債利子（かんぽ生命保険） △684

       市債利子（ゆうちょ銀行） △4,476

       市債利子（前年度借入分） △2,919

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
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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

(5) 土　　木

(8) 教　　育

２　そ　の　他

※　平成28年度中起債見込額のうち補正前の額は、平成27年度からの繰越額を含む。

地方債の補正に伴う平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

合　　計 10,500,679

区　　分

114,500 0 114,500 498,942 0 498,942

補正前

平成28年度中起債見込額 平成28年度中元金償還見込額 平成28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

1,109,333 10,496,979

4,497,078

補正前 補正額

3,7004,493,378

6,003,601 0 6,003,601

766,600 0610,391 610,391

3,700877,400 3,700 881,100 1,109,333 0

65,600

189,300

△ 3,200

6,900

762,900 3,700

62,400 65,161

199,221

0

0 6,900196,200

358,180

2,310,161

65,161

199,221

361,380

2,303,261

△ 3,200
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議案第２３号 

 

平成２８年度 弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成２８年度弥富市の国民健康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から歳入歳出それぞれ１４８，００２千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，９３５，０４８千円とする。 

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。 

 

  平成２９年２月２８日提出        弥富市長 服 部 彰 文   

 

 



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 国民健康保険税 1,154,900 △50,000 1,104,900

1 国民健康保険税 1,154,900 △50,000 1,104,900

2 国庫支出金 896,160 △120,000 776,160

1 国庫負担金 829,826 △120,000 709,826

3 療養給付費等交付金 200,048 △80,000 120,048

1 療養給付費等交付金 200,048 △80,000 120,048

4 前期高齢者交付金 1,060,000 140,000 1,200,000

1 前期高齢者交付金 1,060,000 140,000 1,200,000

5 県支出金 257,525 △30,000 227,525

2 県補助金 222,000 △30,000 192,000

6 共同事業交付金 1,099,700 △140,000 959,700

1 共同事業交付金 1,099,700 △140,000 959,700

8 繰入金 330,368 131,998 462,366

1 他会計繰入金 330,368 131,998 462,366

歳　　　　入　　　　合　　　　計 5,083,050 △148,002 4,935,048

歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

3 後期高齢者支援金等 632,110 △60,000 572,110

1 後期高齢者支援金等 632,100 △60,000 572,100

6 介護納付金 246,000 △30,000 216,000

1 介護納付金 246,000 △30,000 216,000

7 共同事業拠出金 1,099,883 7,259 1,107,142

1 共同事業拠出金 1,099,883 7,259 1,107,142

9 基金積立金 60,001 △60,000 1

1 基金積立金 60,001 △60,000 1

11 予備費 26,310 △5,261 21,049

1 予備費 26,310 △5,261 21,049

歳　　　　出　　　　合　　　　計 5,083,050 △148,002 4,935,048
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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 国民健康保険税 1,154,900 △50,000 1,104,900

2 国庫支出金 896,160 △120,000 776,160

3 療養給付費等交付金 200,048 △80,000 120,048

4 前期高齢者交付金 1,060,000 140,000 1,200,000

5 県支出金 257,525 △30,000 227,525

6 共同事業交付金 1,099,700 △140,000 959,700

8 繰入金 330,368 131,998 462,366

歳　　　　入　　　　合　　　　計 5,083,050 △148,002 4,935,048
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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

2 保険給付費 2,910,952 0 2,910,952

3 後期高齢者支援金等 632,110 △60,000 572,110

6 介護納付金 246,000 △30,000 216,000

7 共同事業拠出金 1,099,883 7,259 1,107,142

9 基金積立金 60,001 △60,000 1

11 予備費 26,310 △5,261 21,049

歳　　出　　合　　計 5,083,050 △148,002 4,935,048
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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

△130,000 91,998 38,002

△10,000 △50,000

△10,000 △20,000

△120,000 127,259

△60,000

△5,261

△150,000 △78,002 80,000

一 般 財 源
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歳入

（款）  1 国民健康保険税

（項）  1 国民健康保険税

1 一般被保険者国民健康保険税 1,091,500 △40,000 1,051,500

2 退職被保険者等国民健康保険税 63,400 △10,000 53,400

1,154,900 △50,000 1,104,900

（款）  2 国庫支出金

（項）  1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金 794,301 △120,000 674,301

829,826 △120,000 709,826

（款）  3 療養給付費等交付金

（項）  1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金 200,048 △80,000 120,048

200,048 △80,000 120,048

（款）  4 前期高齢者交付金

（項）  1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金 1,060,000 140,000 1,200,000

1,060,000 140,000 1,200,000

（款）  5 県支出金

（項）  2 県補助金

2 財政調整交付金 222,000 △30,000 192,000

222,000 △30,000 192,000

（款）  6 共同事業交付金

（項）  1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金 119,300 △20,000 99,300

2 保険財政共同安定化事業交付金 980,400 △120,000 860,400

1,099,700 △140,000 959,700

（款） 1 国民健康保険税    （項） 1 国民健康保険税

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

目

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 医療給付費分現年課税分 △40,000 医療給付費分現年課税分 △40,000

1 医療給付費分現年課税分 △10,000 医療給付費分現年課税分 △10,000

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 △120,000 療養給付費負担金 △100,000

介護納付金分負担金 △10,000

後期高齢者支援金分負担金 △10,000

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 △80,000 退職者医療交付金 △80,000

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 140,000 現年度分 140,000

（単位：千円）

金　　額

1 財政調整交付金 △30,000 財政調整交付金 △30,000

（単位：千円）

金　　額

1 高額医療費共同事業交付金 △20,000 高額医療費共同事業交付金 △20,000

1 保険財政共同安定化事業交 △120,000 保険財政共同安定化事業交付金 △120,000

付金

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

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  8 繰入金

（項）  1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金 330,368 131,998 462,366

330,368 131,998 462,366

（款） 8 繰入金    （項） 1 他会計繰入金

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 保険基盤安定繰入金 1,998 保険基盤安定繰入金保険税軽減分 1,266

保険基盤安定繰入金保険者支援分 732

5 その他一般会計繰入金 130,000 その他一般会計繰入金 130,000

説　　　　　　　　　　　　　明
節

区　　分
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歳出

（款）  2 保険給付費

（項）  1 療養諸費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 一般被保険者療養 2,440,000 0 2,440,000 △130,000 121,998 8,002

給付費

2 退職被保険者等療 100,000 0 100,000 △30,000 30,000

養給付費

2,591,097 0 2,591,097 △130,000 91,998 38,002

（款）  3 後期高齢者支援金等

（項）  1 後期高齢者支援金等

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 後期高齢者支援金 632,000 △60,000 572,000 △10,000 △50,000

632,100 △60,000 572,100 △10,000 △50,000

（款）  6 介護納付金

（項）  1 介護納付金

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 介護納付金 246,000 △30,000 216,000 △10,000 △20,000

246,000 △30,000 216,000 △10,000 △20,000

（款）  7 共同事業拠出金

（項）  1 共同事業拠出金

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 高額医療費共同事 119,392 7,259 126,651 7,259

業拠出金

2 保険財政共同安定 980,491 0 980,491 △120,000 120,000

化事業拠出金

1,099,883 7,259 1,107,142 △120,000 127,259

（款） 2 保険給付費    （項） 1 療養諸費

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

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

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

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
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（単位：千円）

財　源　組　替                

財　源　組　替                

（単位：千円）

19 負担金、補助 △60,000 ■後期高齢者支援金支払事務 △60,000

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △60,000

       後期高齢者支援金 △60,000

（単位：千円）

19 負担金、補助 △30,000 ■介護納付金事務 △30,000

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △30,000

       介護納付金 △30,000

（単位：千円）

19 負担金、補助 7,259 ■高額医療費共同事業拠出事務 7,259

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 7,259

       高額医療費共同事業拠出金 7,259

財　源　組　替                

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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（款）  9 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 国民健康保険支払 60,001 △60,000 1 △60,000

準備基金積立金

60,001 △60,000 1 △60,000

（款） 11 予備費

（項）  1 予備費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 予備費 26,310 △5,261 21,049 △5,261

26,310 △5,261 21,049 △5,261

（款） 9 基金積立金    （項） 1 基金積立金

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

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
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（単位：千円）

25 積立金 △60,000 ■基金積立金事務 △60,000

  25 積立金 △60,000

       国民健康保険支払準備基金積立金 △60,000

（単位：千円）

29 予備費 △5,261 ■予備費 △5,261

  29 予備費 △5,261

       予備費 △5,261

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額

説　　　　　　　　　　　　　　明
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議案第２４号 

 

平成２８年度 弥富市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成２８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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４０，１８５

千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，８１６，８７９千

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。 

 

  平成２９年２月２８日提出        弥富市長 服 部 彰 文   

 

 



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 713,800 △55,720 658,080

1 介護保険料 713,800 △55,720 658,080

2 国庫支出金 548,560 △14,751 533,809

1 国庫負担金 469,800 △4,070 465,730

2 国庫補助金 78,760 △10,681 68,079

3 支払基金交付金 754,365 △17,385 736,980

1 支払基金交付金 754,365 △17,385 736,980

4 県支出金 397,602 △5,681 391,921

1 県負担金 379,031 △2,359 376,672

2 県補助金 18,571 △3,322 15,249

6 繰入金 392,725 44,276 437,001

1 一般会計繰入金 392,425 4,223 396,648

2 基金繰入金 300 40,053 40,353

8 諸収入 38 9,076 9,114

3 雑入 36 9,076 9,112

歳　　　　入　　　　合　　　　計 2,857,064 △40,185 2,816,879

歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 総務費 54,956 △500 54,456

3 趣旨普及費 1,160 △500 660

2 保険給付費 2,601,688 63,484 2,665,172

1 保険給付費 2,478,314 54,861 2,533,175

2 高額介護サービス等 36,767 8,623 45,390

費

4 地域支援事業費 107,958 △25,788 82,170

1 介護予防・生活支援 75,647 △25,788 49,859

サービス事業費

5 基金積立金 77,646 △77,381 265

1 基金積立金 77,646 △77,381 265

歳　　　　出　　　　合　　　　計 2,857,064 △40,185 2,816,879
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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 713,800 △55,720 658,080

2 国庫支出金 548,560 △14,751 533,809

3 支払基金交付金 754,365 △17,385 736,980

4 県支出金 397,602 △5,681 391,921

6 繰入金 392,725 44,276 437,001

8 諸収入 38 9,076 9,114

歳　　　　入　　　　合　　　　計 2,857,064 △40,185 2,816,879

- 3 -



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 54,956 △500 54,456

2 保険給付費 2,601,688 63,484 2,665,172

4 地域支援事業費 107,958 △25,788 82,170

5 基金積立金 77,646 △77,381 265

歳　　出　　合　　計 2,857,064 △40,185 2,816,879
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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

△500

△8,661 51,230 20,915

△11,771 △14,763 746

△77,381

△20,432 35,967 △55,720

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 713,800 △55,720 658,080

713,800 △55,720 658,080

（款）  2 国庫支出金

（項）  1 国庫負担金

1 介護給付費負担金 469,800 △4,070 465,730

469,800 △4,070 465,730

（款）  2 国庫支出金

（項）  2 国庫補助金

1 調整交付金 46,700 △2,232 44,468

2 介護予防事業交付金 18,900 △12,074 6,826

3 包括的支援事業・任意事業交付金 12,600 3,625 16,225

78,760 △10,681 68,079

（款）  3 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 733,265 △5,842 727,423

2 地域支援事業交付金 21,100 △11,543 9,557

754,365 △17,385 736,980

（款）  4 県支出金

（項）  1 県負担金

1 介護給付費負担金 379,031 △2,359 376,672

379,031 △2,359 376,672

（款）  4 県支出金

（項）  2 県補助金

1 介護予防事業交付金 9,400 △5,134 4,266

2 包括的支援事業・任意事業交付金 6,300 1,812 8,112

18,571 △3,322 15,249

（款） 1 介護保険料    （項） 1 介護保険料

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

目

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補正前の額 補　正　額 計

- 6 -



（単位：千円）

金　　額

1 現年度分特別徴収保険料 △41,100 現年度分特別徴収保険料 △41,100

2 現年度分普通徴収保険料 △15,000 現年度分普通徴収保険料 △15,000

3 滞納繰越分普通徴収保険料 380 滞納繰越分普通徴収保険料 380

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 △4,070 介護給付費負担金 △4,070

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分調整交付金 △2,232 調整交付金 △2,232

1 現年度分 △12,074 介護予防事業交付金 △12,074

1 現年度分 3,625 包括的支援事業・任意事業交付金 3,625

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 △5,842 介護給付費交付金 △5,842

1 現年度分 △11,543 地域支援事業交付金 △11,543

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 △2,359 介護給付費負担金 △2,359

（単位：千円）

金　　額

1 現年度分 △5,134 介護予防事業交付金 △5,134

1 現年度分 1,812 包括的支援事業・任意事業交付金 1,812

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

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  6 繰入金

（項）  1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金 325,200 7,943 333,143

2 介護予防事業繰入金 9,400 △3,220 6,180

4 その他一般会計繰入金 51,525 △500 51,025

392,425 4,223 396,648

（款）  6 繰入金

（項）  2 基金繰入金

1 介護保険支払準備基金繰入金 300 40,053 40,353

300 40,053 40,353

（款）  8 諸収入

（項）  3 雑入

1 第三者納付金 1 9,076 9,077

36 9,076 9,112

（款） 6 繰入金    （項） 1 一般会計繰入金

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 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 7,943 介護給付費繰入金 7,943

1 現年度分 △3,220 介護予防事業繰入金 △3,220

2 事務費繰入金 △500 事務費繰入金 △500

（単位：千円）

金　　額

1 介護保険支払準備基金繰入 40,053 介護保険支払準備基金繰入金 40,053

金

（単位：千円）

金　　額

1 第三者納付金 9,076 第三者納付金 9,076

説　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　明
節

区　　分

節

区　　分

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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歳出

（款）  1 総務費

（項）  3 趣旨普及費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 趣旨普及費 1,160 △500 660 △500

1,160 △500 660 △500

（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 2,476,873 54,861 2,531,734 △8,220 47,937 15,144

2 その他諸費 1,441 0 1,441 △4 35 △31

2,478,314 54,861 2,533,175 △8,224 47,972 15,113

（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 36,767 8,623 45,390 △155 1,849 6,929

等費

36,767 8,623 45,390 △155 1,849 6,929

（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 6,550 0 6,550 △22 108 △86

サービス等費

6,550 0 6,550 △22 108 △86

（款） 1 総務費    （項） 3 趣旨普及費

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

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

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

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
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（単位：千円）

11 需用費 △500 ■趣旨普及事業 △500

  11 需用費 △500

       消耗品費 △500

（単位：千円）

19 負担金、補助 54,861 ■サービス費給付事務 54,861

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 54,861

       居宅介護サービス給付費 △29,843

       地域密着型介護サービス給付費 92,376

       施設介護サービス給付費 12,992

       居宅介護福祉用具購入費 169

       居宅介護住宅改修費 1,698

       居宅介護サービス計画給付費 △6,358

       介護予防サービス給付費 △16,278

       介護予防福祉用具購入費 △102

       介護予防住宅改修費 806

       介護予防サービス計画給付費 △599

財　源　組　替                

（単位：千円）

19 負担金、補助 8,623 ■高額介護サービス費給付事務 8,623

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 8,623

       高額介護サービス費 8,623

（単位：千円）

財　源　組　替                

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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（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 80,057 0 80,057 △260 1,301 △1,041

ービス等費

80,057 0 80,057 △260 1,301 △1,041

（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 75,573 △25,788 49,785 △17,174 △14,734 6,120

援サービス事業費

2 その他諸費 74 0 74 △34 △29 63

75,647 △25,788 49,859 △17,208 △14,763 6,183

（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 31,000 0 31,000 5,216 △5,216

2 任意事業費 1,311 0 1,311 221 △221

32,311 0 32,311 5,437 △5,437

（款）  5 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 介護保険支払準備 77,646 △77,381 265 △77,381

基金積立金

77,646 △77,381 265 △77,381

（款） 2 保険給付費    （項） 4 特定入所者介護サービス等費

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

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

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

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
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（単位：千円）

財　源　組　替                

（単位：千円）

13 委託料 △10,134 ■介護予防事業 △26,188

19 負担金、補助 △15,654   13 委託料 △10,134

及び交付金        ふれあいサロン等運営事業委託料 △1,144

       介護予防プラン作成委託料 △8,990

  19 負担金、補助及び交付金 △16,054

       訪問型サービス事業支給費 △5,694

       通所型サービス事業支給費 △10,363

       高額介護予防サービス費等相当事業 3

■生活支援サービス事業 400

  19 負担金、補助及び交付金 400

       ささえあいセンター利用料助成金 400

財　源　組　替                

（単位：千円）

財　源　組　替                

財　源　組　替                

（単位：千円）

25 積立金 △77,381 ■基金積立金事務 △77,381

  25 積立金 △77,381

       介護保険支払準備基金積立金 △77,381

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

- 13 -



 

- 1 - 

 

議案第２５号 

 

平成２８年度 弥富市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 平成２８年度弥富市の公共下水道事業特別会計補正予算（第２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５５，２５９千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，３４４，４６９千円とする。 

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。 

 

  平成２９年２月２８日提出        弥富市長 服 部 彰 文   

 



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

5 繰入金 290,728 △70,052 220,676

1 一般会計繰入金 290,728 △70,052 220,676

6 繰越金 20,889 14,793 35,682

1 繰越金 20,889 14,793 35,682

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,399,728 △55,259 1,344,469

歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 下水道事業費 1,202,804 △49,000 1,153,804

1 下水道事業費 1,202,804 △49,000 1,153,804

2 公債費 196,235 △6,259 189,976

1 公債費 196,235 △6,259 189,976

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,399,728 △55,259 1,344,469
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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

5 繰入金 290,728 △70,052 220,676

6 繰越金 20,889 14,793 35,682

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,399,728 △55,259 1,344,469
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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 1,202,804 △49,000 1,153,804

2 公債費 196,235 △6,259 189,976

歳　　出　　合　　計 1,399,728 △55,259 1,344,469
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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

△49,000

△6,259

△55,259

一 般 財 源
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歳入

（款）  5 繰入金

（項）  1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金 290,728 △70,052 220,676

290,728 △70,052 220,676

（款）  6 繰越金

（項）  1 繰越金

1 繰越金 20,889 14,793 35,682

20,889 14,793 35,682

（款） 5 繰入金    （項） 1 一般会計繰入金

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 一般会計繰入金 △70,052 一般会計繰入金 △70,052

（単位：千円）

金　　額

1 繰越金 14,793 繰越金 14,793

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

2 建設費 1,035,832 △24,000 1,011,832 △24,000

3 維持管理費 128,078 △25,000 103,078 △25,000

1,202,804 △49,000 1,153,804 △49,000

（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 86,294 △6,259 80,035 △6,259

196,235 △6,259 189,976 △6,259

（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）

13 委託料 △14,000 ■公共下水道施設建設事業 △11,000

22 補償、補填及 △10,000   13 委託料 △11,000

び賠償金        管渠施設長寿命化調査設計委託料 △11,000

■特定環境保全公共下水道施設建設事業 △13,000

  13 委託料 △3,000

       管渠施設長寿命化調査設計委託料 △3,000

  22 補償、補填及び賠償金 △10,000

       物件移転補償金 △10,000

19 負担金、補助 △25,000 ■公共下水道施設維持管理事業 △25,000

及び交付金   19 負担金、補助及び交付金 △25,000

       日光川下流流域下水道維持管理費負担金 △25,000

（単位：千円）

23 償還金、利子 △6,259 ■市債利子償還事務 △6,259

及び割引料   23 償還金、利子及び割引料 △6,259

       市債利子（前年度借入分） △6,259

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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