
議案第23号 

 

令和３年度 弥富市一般会計補正予算（第15号） 

 

 令和３年度弥富市の一般会計補正予算（第15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80,725千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ18,304,878千円とする。 

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） 

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

  令和４年２月24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 8,166,103 105,000 8,271,103

1 市民税 2,910,900 70,000 2,980,900

4 市たばこ税 280,000 35,000 315,000

4 配当割交付金 33,000 10,000 43,000

1 配当割交付金 33,000 10,000 43,000

5 株式等譲渡所得割交 25,000 25,000 50,000

付金

1 株式等譲渡所得割交 25,000 25,000 50,000

付金

6 法人事業税交付金 57,000 23,000 80,000

1 法人事業税交付金 57,000 23,000 80,000

7 地方消費税交付金 980,000 40,000 1,020,000

1 地方消費税交付金 980,000 40,000 1,020,000

8 ゴルフ場利用税交付 10,000 5,000 15,000

金

1 ゴルフ場利用税交付 10,000 5,000 15,000

金

10 環境性能割交付金 50,000 △3,000 47,000

1 環境性能割交付金 50,000 △3,000 47,000

12 地方交付税 449,216 276,986 726,202

1 地方交付税 449,216 276,986 726,202

15 使用料及び手数料 255,354 △10,756 244,598

1 使用料 182,451 △10,756 171,695

16 国庫支出金 3,512,174 △135,798 3,376,376

1 国庫負担金 1,860,198 △108,969 1,751,229

2 国庫補助金 1,644,790 △26,829 1,617,961

17 県支出金 1,709,129 △300,054 1,409,075

1 県負担金 578,735 △14,078 564,657

2 県補助金 1,025,659 △286,078 739,581

3 委託金 103,740 102 103,842

18 財産収入 23,171 529 23,700

1 財産運用収入 23,169 529 23,698

19 寄附金 10,001 443 10,444

1 寄附金 10,001 443 10,444
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歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

22 諸収入 258,204 675 258,879

4 受託事業収入 27,428 △2,427 25,001

5 雑入 177,764 3,102 180,866

23 市債 1,486,100 43,700 1,529,800

1 市債 1,486,100 43,700 1,529,800

歳　　　　入　　　　合　　　　計 18,224,153 80,725 18,304,878
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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 183,877 △2,205 181,672

1 議会費 183,877 △2,205 181,672

2 総務費 1,756,170 685,530 2,441,700

1 総務管理費 1,328,355 686,019 2,014,374

3 戸籍住民基本台帳費 100,654 4,510 105,164

4 選挙費 24,113 △4,999 19,114

3 民生費 8,435,030 △376,642 8,058,388

1 社会福祉費 2,398,500 △15,906 2,382,594

2 児童福祉費 3,938,530 △173,798 3,764,732

3 老人福祉費 1,590,797 △180,940 1,409,857

5 生活保護費 506,999 △5,998 501,001

4 衛生費 1,927,627 △63,253 1,864,374

1 保健衛生費 1,395,745 △60,283 1,335,462

2 清掃費 531,882 △2,970 528,912

5 労働費 1,032 △1,000 32

1 労働諸費 1,032 △1,000 32

6 農林水産業費 1,245,373 △42,750 1,202,623

1 農業費 1,238,581 △42,750 1,195,831

7 商工費 311,119 △11,133 299,986

1 商工費 311,119 △11,133 299,986

8 土木費 1,088,511 △52,463 1,036,048

2 道路橋梁費 468,714 △36,400 432,314

4 都市計画費 531,543 △16,063 515,480

9 消防費 754,328 △14,991 739,337

1 消防費 754,328 △14,991 739,337

10 教育費 1,438,739 △35,025 1,403,714

1 教育総務費 253,514 △2,929 250,585

2 小学校費 393,861 △2,038 391,823

3 中学校費 223,590 △1,034 222,556

4 社会教育費 368,677 △13,529 355,148

5 保健体育費 160,070 △15,495 144,575

12 公債費 1,056,525 △5,343 1,051,182

1 公債費 1,056,525 △5,343 1,051,182

歳　　　　出　　　　合　　　　計 18,224,153 80,725 18,304,878
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第２表 繰越明許費 

 

款 項 事業名 金額 

02 総務費 01 総務管理費 人事管理事務事業 1,980千円 

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 4,510千円 

03 民生費 02 児童福祉費 
子育て世帯臨時特別給付金給付

事業 
3,000千円 

06 農林水産業費 01 農業費 農業委員会事務事業 160千円 

07 商工費 01 商工費 弥富金魚水族館整備事業 3,454千円 

08 土木費 02 道路橋梁費 事業用地取得事業 243千円 

 

 

 

 

 

- 5 -



 

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   

火葬場整備事業 391,500千円 △20,600千円 370,900千円 

農林水産業事業 121,300千円 64,300千円 185,600千円 
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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 8,166,103 105,000 8,271,103

4 配当割交付金 33,000 10,000 43,000

5 株式等譲渡所得割交付金 25,000 25,000 50,000

6 法人事業税交付金 57,000 23,000 80,000

7 地方消費税交付金 980,000 40,000 1,020,000

8 ゴルフ場利用税交付金 10,000 5,000 15,000

10 環境性能割交付金 50,000 △3,000 47,000

12 地方交付税 449,216 276,986 726,202

15 使用料及び手数料 255,354 △10,756 244,598

16 国庫支出金 3,512,174 △135,798 3,376,376

17 県支出金 1,709,129 △300,054 1,409,075

18 財産収入 23,171 529 23,700

19 寄附金 10,001 443 10,444

22 諸収入 258,204 675 258,879

23 市債 1,486,100 43,700 1,529,800

歳　　　　入　　　　合　　　　計 18,224,153 80,725 18,304,878
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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 183,877 △2,205 181,672

2 総務費 1,756,170 685,530 2,441,700

3 民生費 8,435,030 △376,642 8,058,388

4 衛生費 1,927,627 △63,253 1,864,374

5 労働費 1,032 △1,000 32

6 農林水産業費 1,245,373 △42,750 1,202,623

7 商工費 311,119 △11,133 299,986

8 土木費 1,088,511 △52,463 1,036,048

9 消防費 754,328 △14,991 739,337

10 教育費 1,438,739 △35,025 1,403,714

12 公債費 1,056,525 △5,343 1,051,182

歳　　出　　合　　計 18,224,153 80,725 18,304,878
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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

△2,205

5,062 680,468

△319,192 △4,727 △52,723

△20,600 △42,653

△750 △250

△114,612 64,300 △326 7,888

1,727 △12,860

△8,084 385 △44,764

△3 △1,749 △13,239

△2,415 △32,610

△5,343

△435,852 43,700 △8,832 481,709

一 般 財 源
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歳入

（款）  1 市税

（項）  1 市民税

2 法人 285,900 70,000 355,900

2,910,900 70,000 2,980,900

（款）  1 市税

（項）  4 市たばこ税

1 市たばこ税 280,000 35,000 315,000

280,000 35,000 315,000

（款）  4 配当割交付金

（項）  1 配当割交付金

1 配当割交付金 33,000 10,000 43,000

33,000 10,000 43,000

（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 25,000 25,000 50,000

25,000 25,000 50,000

（款）  6 法人事業税交付金

（項）  1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金 57,000 23,000 80,000

57,000 23,000 80,000

（款）  7 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 980,000 40,000 1,020,000

980,000 40,000 1,020,000

（款）  8 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 10,000 5,000 15,000

10,000 5,000 15,000

（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

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 現年課税分 70,000 法人市民税（法人税割） 70,000

（単位：千円）

金　　額

1 現年課税分 35,000 市たばこ税 35,000

（単位：千円）

金　　額

1 配当割交付金 10,000 配当割交付金 10,000

（単位：千円）

金　　額

1 株式等譲渡所得割交付金 25,000 株式等譲渡所得割交付金 25,000

（単位：千円）

金　　額

1 法人事業税交付金 23,000 法人事業税交付金 23,000

（単位：千円）

金　　額

1 地方消費税交付金 40,000 地方消費税交付金 40,000

（単位：千円）

金　　額

1 ゴルフ場利用税交付金 5,000 ゴルフ場利用税交付金 5,000

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

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
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（款） 10 環境性能割交付金

（項）  1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金 50,000 △3,000 47,000

50,000 △3,000 47,000

（款） 12 地方交付税

（項）  1 地方交付税

1 地方交付税 449,216 276,986 726,202

449,216 276,986 726,202

（款） 15 使用料及び手数料

（項）  1 使用料

2 民生使用料 134,300 △8,100 126,200

4 農林水産業使用料 579 △326 253

6 土木使用料 26,444 85 26,529

7 教育使用料 11,011 △2,415 8,596

182,451 △10,756 171,695

（款） 16 国庫支出金

（項）  1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金 1,569,400 △108,969 1,460,431

1,860,198 △108,969 1,751,229

（款） 10 環境性能割交付金    （項） 1 環境性能割交付金

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 環境性能割交付金 △3,000 環境性能割交付金 △3,000

（単位：千円）

金　　額

1 地方交付税 276,986 普通交付税 276,986

（単位：千円）

金　　額

1 児童福祉使用料 △8,100 児童クラブ利用料 △8,100

1 農業使用料 △326 農村環境改善センター使用料 △146

農村多目的センター使用料 △180

3 公共物使用料 85 河川等使用料 △144

排水路使用料 229

1 社会教育使用料 △190 中央公民館使用料 △90

コミュニティグランド使用料 △100

2 保健体育使用料 △2,225 総合体育館使用料 △465

屋内運動施設使用料 △120

屋外運動施設使用料 △40

十四山スポーツセンター使用料 △1,600

（単位：千円）

金　　額

1 社会福祉費負担金 △50,309 障害者医療費負担金 △3,571

生活保護費負担金 △46,776

特別障害者手当等負担金 △949

障害者自立支援給付費負担金 △1,656

生活困窮者自立支援事業費負担金 2,643

2 児童福祉費負担金 △58,660 児童手当負担金 △40,000

児童扶養手当費負担金 △15,000

母子生活支援施設措置費負担金 △2,400

自立支援教育訓練負担金 △150

高等職業訓練促進給付費負担金 △900

助産施設措置費負担金 △210

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 国庫支出金

（項）  2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金 1,244,191 △28,977 1,215,214

3 土木費国庫補助金 68,379 △4,272 64,107

6 消防費国庫補助金 0 183 183

7 総務費国庫補助金 228,007 6,237 234,244

1,644,790 △26,829 1,617,961

（款） 17 県支出金

（項）  1 県負担金

1 民生費県負担金 577,985 △14,078 563,907

578,735 △14,078 564,657

（款） 17 県支出金

（項）  2 県補助金

1 総務費県補助金 8,052 264 8,316

2 民生費県補助金 411,975 △167,168 244,807

4 農林水産業費県補助金 564,136 △114,612 449,524

6 土木費県補助金 13,374 △3,812 9,562

（款） 16 国庫支出金    （項） 2 国庫補助金

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 社会福祉費補助金 △12,974 地域生活支援事業費等補助金 △12,974

3 児童福祉費補助金 △16,003 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 △17,000

保育士等処遇改善臨時特例交付金 997

1 都市計画費補助金 △1,200 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 △1,200

3 道路橋梁費補助金 △330 橋梁点検事業費補助金 △330

4 住宅費補助金 △2,742 住宅建築物耐震安全ストック形成事業費補助金 △2,290

狭あい道路整備等促進事業補助金 △452

1 消防費国庫補助金 183 津波・高潮危機管理対策緊急事業費補助金 183

1 総務管理費補助金 6,237 番号制度整備費補助金（住民基本台帳システム） 4,510

地方創生拠点整備交付金 1,727

（単位：千円）

金　　額

1 社会福祉費負担金 △3,373 障害者医療費負担金 △1,785

生活保護費負担金 △763

障害者自立支援給付費負担金 △825

2 児童福祉費負担金 △10,705 児童手当負担金 △10,000

母子生活支援施設措置費負担金 △600

助産施設措置費負担金 △105

（単位：千円）

金　　額

1 総務管理費補助金 264 結婚新生活支援事業費補助金 450

南海トラフ地震等対策事業費補助金 △186

1 社会福祉費補助金 △9,619 障害者医療費補助金 △3,108

特別障害者手当等補助金 △239

地域生活支援事業費等補助金 △6,485

障害者共同生活援助事業費補助金 213

3 老人福祉費補助金 △157,549 後期高齢者福祉医療給付費補助金 △3,298

介護施設等整備事業補助金 △154,251

1 農業費補助金 △114,612 土地改良事業補助金 △4,918

農業振興対策事業補助金 △92,975

多面的機能支払事業推進補助金 1,496

野菜集団産地整備事業補助金 △5,380

農業人材力強化総合支援事業補助金 △1,500

多面的機能支払事業補助金 △11,495

情報収集等業務効率化支援事業交付金 160

1 道路橋梁費補助金 490 道路改良工事補助金 490

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

- 15 -



（款） 17 県支出金

（項）  2 県補助金

9 労働費県補助金 750 △750 0

1,025,659 △286,078 739,581

（款） 17 県支出金

（項）  3 委託金

1 総務費委託金 101,285 102 101,387

103,740 102 103,842

（款） 18 財産収入

（項）  1 財産運用収入

2 利子及び配当金 415 529 944

23,169 529 23,698

（款） 19 寄附金

（項）  1 寄附金

1 一般寄附金 1 443 444

10,001 443 10,444

（款） 22 諸収入

（項）  4 受託事業収入

3 後期高齢者医療広域連合受託事業収 27,427 △2,427 25,000

入

27,428 △2,427 25,001

（款） 22 諸収入

（項）  5 雑入

4 雑入 171,045 3,102 174,147

（款） 17 県支出金    （項） 2 県補助金

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

2 都市計画費補助金 △3,150 都市計画街路事業補助金 △150

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 △1,152 民間木造住宅耐震診断費補助金 △201

民間木造住宅耐震改修費補助金 △750

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 △126

1 労働費補助金 △750 首都圏人材確保支援事業補助金 △750

（単位：千円）

金　　額

2 徴税費委託金 5,000 県民税徴収委託金 5,000

4 選挙費委託金 △4,898 衆議院議員総選挙執行委託金 △4,898

（単位：千円）

金　　額

1 利子及び配当金 529 名西ソイルリサイクル株式会社配当金 529

（単位：千円）

金　　額

1 一般寄附金 443 一般寄附金 443

（単位：千円）

金　　額

1 後期高齢者医療広域連合受 △2,427 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 △2,427

託事業収入

（単位：千円）

金　　額

2 民生雑入 5,800 児童クラブ間食代 △1,100

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
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（款） 22 諸収入

（項）  5 雑入

177,764 3,102 180,866

（款） 23 市債

（項）  1 市債

1 衛生債 391,500 △20,600 370,900

2 農林水産業債 121,300 64,300 185,600

1,486,100 43,700 1,529,800

（款） 22 諸収入    （項） 5 雑入

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

生活保護費返還金 6,900

8 消防雑入 △1,749 消防団員退職報償金受入金 △1,749

11 市町村振興協会新宝くじ交 1,087 市町村振興協会新宝くじ交付金 1,087

付金

12 市町村振興協会基金交付金 △2,036 市町村振興協会基金交付金 △2,036

（単位：千円）

金　　額

1 火葬場整備事業債 △20,600 火葬場整備事業債 △20,600

1 農林水産業事業債 64,300 農林水産業事業債 64,300

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
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 183,877 △2,205 181,672 △2,205

183,877 △2,205 181,672 △2,205

（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 590,070 △163 589,907 △163

4 財政管理費 38,878 721,494 760,372 721,494

7 財産管理費 102,119 △8,991 93,128 △8,991

8 企画費 58,650 △12,840 45,810 450 △13,290

9 電子計算管理費 207,239 △10,131 197,108 △10,131

（款） 1 議会費    （項） 1 議会費

一般財源
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

- 20 -



（単位：千円）

8 旅費 △2,205 ■議会運営事業 △1,532

  08 旅費 △1,532

       費用弁償 △1,532

■議会事務事業 △673

  08 旅費 △673

       普通旅費 △673

（単位：千円）

13 使用料及び賃 △163 ■総務一般管理事務事業 △163

借料   13 使用料及び賃借料 △163

       複写機借上料 △163

24 積立金 721,494 ■基金積立金事務 721,494

  24 積立金 721,494

       財政調整基金積立金 303,402

       減債基金積立金 218,092

       公共施設整備基金積立金 200,000

10 需用費 △4,325 ■庁舎等管理運営事業 △6,352

12 委託料 △4,666   10 需用費 △3,500

       電気料 △3,500

  12 委託料 △2,852

       空調設備保守委託料 △1,635

       消防用設備点検委託料 △353

       建築物定期調査報告書等作成委託料 △864

■車両管理事業 △2,639

  10 需用費 △825

       燃料費 △825

  12 委託料 △1,814

       市有バス運行業務委託料 △1,814

10 需用費 △350 ■地域振興事業 △350

18 負担金、補助 △12,490   10 需用費 △350

及び交付金        印刷製本費 △350

■協働のまちづくり推進事業 △12,490

  18 負担金、補助及び交付金 △12,490

       地域づくり補助金 △910

       コミュニティ推進協議会補助金 △11,580

12 委託料 △2,112 ■電子計算管理事務事業 △1,019

13 使用料及び賃 △7,000   18 負担金、補助及び交付金 △1,019

借料        あいち電子自治体推進協議会負担金 △451

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

13 交通安全対策費 138,236 △3,350 134,886 △3,350

1,328,355 686,019 2,014,374 450 685,569

（款）  2 総務費

（項）  2 徴税費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 税務総務費 165,372 0 165,372 5,000 △5,000

274,846 0 274,846 5,000 △5,000

（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 100,654 4,510 105,164 4,510

費

100,654 4,510 105,164 4,510

（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 654 △101 553 △101

3 衆議院議員総選挙 23,090 △4,898 18,192 △4,898

費

（款） 2 総務費    （項） 1 総務管理費

一般財源
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

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

18 負担金、補助 △1,019        あいち情報セキュリティクラウド負担金 △568

及び交付金 ■電子計算機処理管理運用事業 △9,112

  12 委託料 △2,112

       番号制度中間サーバー設定委託料 △2,112

  13 使用料及び賃借料 △7,000

       機械器具借上料 △7,000

18 負担金、補助 △3,350 ■交通指導員設置事業 △350

及び交付金   18 負担金、補助及び交付金 △350

       弥富市交通指導員会補助金 △350

■コミュニティバス運行事業 △3,000

  18 負担金、補助及び交付金 △3,000

       弥富市地域公共交通活性化協議会負担金 △3,000

（単位：千円）

財　源　組　替                

（単位：千円）

12 委託料 4,510 ■戸籍住民基本台帳事務事業 4,510

  12 委託料 4,510

       住民記録システム改修委託料 4,510

（単位：千円）

18 負担金、補助 △101 ■選挙管理委員会事務事業 △101

及び交付金   18 負担金、補助及び交付金 △101

       全国市区選挙管理委員会連合会東海支部負担金 △101

1 報酬 △228 ■衆議院議員総選挙事務事業 △4,898

3 職員手当等 △1,771   01 報酬 △228

10 需用費 △1,730        開票立会人報酬　２０人 △115

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

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）  2 総務費

（項）  4 選挙費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

24,113 △4,999 19,114 △4,898 △101

（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 1,827,562 △9,688 1,817,874 △26,064 16,376

（款） 2 総務費    （項） 4 選挙費

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

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

11 役務費 △785        投票管理者（期日前投票所）報酬　１１人 △113

12 委託料 △384   03 職員手当等 △1,771

       時間外勤務手当 △1,373

       管理職員特別勤務手当 △124

       休日勤務手当 △274

  10 需用費 △1,730

       消耗品費 △1,436

       食糧費 △294

  11 役務費 △785

       郵便料 △250

       運搬料 △116

       手数料 △290

       選挙公報配布手数料 △129

  12 委託料 △384

       ポスター掲示場設置撤去委託料 △144

       期日前投票受付等業務委託料 △240

（単位：千円）

12 委託料 △2,963 ■障害福祉総務事務事業 △981

17 備品購入費 △1,781   17 備品購入費 △1,781

18 負担金、補助 1,366        庁用器具費 △1,781

及び交付金   18 負担金、補助及び交付金 800

19 扶助費 △1,369        計画相談支援等事業運営補助金 800

27 繰出金 △4,941 ■生活困窮者自立支援事業 248

  19 扶助費 248

       住居確保給付金 248

■障害者手当等支給事業 △1,911

  19 扶助費 △1,911

       心身障害者扶助料 △1,000

       精神障害者給付金 467

       特別障害者手当等扶助費 △1,378

■障害者医療支援事業 △12,325

  19 扶助費 △12,325

       身体障害者更生医療給付費 △12,750

       育成医療給付費 425

■障害者自立支援事業 16,026

  12 委託料 △2,540

       身体障害者デイサービス事業委託料 △2,540

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

3 障害者医療対策費 125,929 △6,218 119,711 △3,108 △3,110

2,398,500 △15,906 2,382,594 △29,172 13,266

（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 595,699 △40,986 554,713 △35,417 △5,569

（款） 3 民生費    （項） 1 社会福祉費

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

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

  18 負担金、補助及び交付金 566

       障害者共同生活援助事業費補助金 566

  19 扶助費 18,000

       介護給付費・訓練等給付費 18,000

■地域生活支援事業 △5,804

  12 委託料 △423

       手話奉仕員養成事業委託料 △423

  19 扶助費 △5,381

       移動支援給付費 △2,563

       日中一時支援給付費 △2,818

■国民健康保険特別会計繰出事務 △4,941

  27 繰出金 △4,941

       国民健康保険特別会計事務費繰出金 △1,518

       国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 △2,663

       国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰出金 △760

19 扶助費 △6,218 ■障害者医療費助成事業 △6,218

  19 扶助費 △6,218

       障害者医療助成費 △6,218

（単位：千円）

1 報酬 △300 ■児童福祉総務事務事業 △4,886

3 職員手当等 △114   01 報酬 △300

4 共済費 △200        会計年度任用職員報酬 △300

18 負担金、補助 △16,052   03 職員手当等 △114

及び交付金        会計年度任用職員期末手当 △114

19 扶助費 △24,320   04 共済費 △200

       会計年度任用職員社会保険料 △200

  18 負担金、補助及び交付金 948

       保育士等処遇改善臨時特例交付金 948

  19 扶助費 △5,220

       母子生活支援施設措置費 △4,800

       助産施設措置費 △420

■児童扶養手当支給事業 △17,000

  19 扶助費 △17,000

       児童扶養手当 △17,000

■遺児手当支給事業 △700

  19 扶助費 △700

       遺児手当 △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 753,921 △60,111 693,810 △50,000 △10,111

3 保育所費 1,356,067 △51,262 1,304,805 △51,262

6 児童館費 71,920 △7,225 64,695 △7,225

（款） 3 民生費    （項） 2 児童福祉費

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

■母子家庭自立支援事業 △1,400

  19 扶助費 △1,400

       自立支援教育訓練給付金 △200

       高等職業訓練促進給付金 △1,200

■子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 △17,000

  18 負担金、補助及び交付金 △17,000

       子育て世帯生活支援特別給付金 △17,000

1 報酬 △111 ■児童手当支給事業 △60,111

19 扶助費 △60,000   01 報酬 △111

       会計年度任用職員報酬 △111

  19 扶助費 △60,000

       児童手当 △60,000

1 報酬 △37,000 ■保育所管理運営事業 △47,935

3 職員手当等 △5,097   01 報酬 △35,000

4 共済費 △7,600        会計年度任用職員報酬 △35,000

7 報償費 △880   03 職員手当等 △4,370

8 旅費 △230        会計年度任用職員期末手当 △4,370

12 委託料 △355   04 共済費 △7,000

18 負担金、補助 △100        会計年度任用職員社会保険料 △7,000

及び交付金   07 報償費 △880

       保育所年長児対象フッ化物洗口報償費 △880

  08 旅費 △230

       普通旅費 △230

  12 委託料 △355

       設計監理委託料 △355

  18 負担金、補助及び交付金 △100

       保育士研修会等参加負担金 △100

■保育所給食事業 △3,327

  01 報酬 △2,000

       会計年度任用職員報酬 △2,000

  03 職員手当等 △727

       会計年度任用職員期末手当 △727

  04 共済費 △600

       会計年度任用職員社会保険料 △600

1 報酬 △4,100 ■児童館管理運営事業 △7,225

3 職員手当等 △1,225   01 報酬 △4,100

4 共済費 △1,400        会計年度任用職員報酬 △4,100

12 委託料 △500   03 職員手当等 △1,225

       会計年度任用職員期末手当 △1,225

  04 共済費 △1,400

       会計年度任用職員社会保険料 △1,400

  12 委託料 △500

       職員派遣委託料 △500

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

9 児童クラブ費 123,703 △5,385 118,318 49 △9,200 3,766

10 子育て支援センタ 21,056 △3,372 17,684 △3,372

ー費

11 母子通園費 49,405 △5,297 44,108 △5,297

12 ファミリー・サポ 13,644 △160 13,484 △160

ート・センター費

3,938,530 △173,798 3,764,732 △85,368 △9,200 △79,230

（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 72,399 △1,474 70,925 △1,474

2 老人医療対策費 95,845 △7,831 88,014 △3,298 △4,533

3 いこいの里費 26,276 △1,651 24,625 △1,651

（款） 3 民生費    （項） 2 児童福祉費

一般財源
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
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（単位：千円）

3 職員手当等 △234 ■児童クラブ管理運営事業 △5,385

4 共済費 △2,100   03 職員手当等 △234

10 需用費 △1,100        会計年度任用職員期末手当 △234

12 委託料 △2,000   04 共済費 △2,100

18 負担金、補助 49        会計年度任用職員社会保険料 △2,100

及び交付金   10 需用費 △1,100

       賄材料費 △1,100

  12 委託料 △2,000

       職員派遣委託料 △2,000

  18 負担金、補助及び交付金 49

       保育士等処遇改善臨時特例交付金 49

1 報酬 △2,200 ■子育て支援センター管理運営事業 △3,372

3 職員手当等 △672   01 報酬 △2,200

4 共済費 △500        会計年度任用職員報酬 △2,200

  03 職員手当等 △672

       会計年度任用職員期末手当 △672

  04 共済費 △500

       会計年度任用職員社会保険料 △500

1 報酬 △3,000 ■母子通園施設管理運営事業 △5,297

3 職員手当等 △1,097   01 報酬 △3,000

4 共済費 △1,200        会計年度任用職員報酬 △3,000

  03 職員手当等 △1,097

       会計年度任用職員期末手当 △1,097

  04 共済費 △1,200

       会計年度任用職員社会保険料 △1,200

18 負担金、補助 △160 ■ファミリー・サポート・センター管理運営事業 △160

及び交付金   18 負担金、補助及び交付金 △160

       病児・病後児保育事業補助金 △160

（単位：千円）

12 委託料 △1,474 ■敬老事業 △1,474

  12 委託料 △1,474

       敬老事業委託料 △1,474

19 扶助費 △7,831 ■後期高齢者福祉医療費給付事業 △7,831

  19 扶助費 △7,831

       後期高齢者福祉医療費給付金 △7,831

1 報酬 △1,500 ■いこいの里管理運営事業 △1,651

3 職員手当等 △151   01 報酬 △1,500

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

4 総合福祉センター 57,330 △523 56,807 △523

費

5 十四山総合福祉セ 28,867 △1,197 27,670 △1,197

ンター費

6 介護保険事業費 696,428 △163,264 533,164 △154,251 △9,013

7 後期高齢者医療費 613,652 △5,000 608,652 △2,427 △2,573

1,590,797 △180,940 1,409,857 △157,549 △2,427 △20,964

（款）  3 民生費

（項）  5 生活保護費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 生活保護費 506,999 △5,998 501,001 △47,103 6,900 34,205

506,999 △5,998 501,001 △47,103 6,900 34,205

（款） 3 民生費    （項） 3 老人福祉費

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

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

       会計年度任用職員報酬 △1,500

  03 職員手当等 △151

       会計年度任用職員期末手当 △151

12 委託料 △523 ■総合福祉センター管理運営事業 △523

  12 委託料 △523

       空調設備保守委託料 △523

1 報酬 △680 ■十四山総合福祉センター管理運営事業 △1,197

3 職員手当等 △157   01 報酬 △680

12 委託料 △360        会計年度任用職員報酬 △680

  03 職員手当等 △157

       会計年度任用職員期末手当 △157

  12 委託料 △360

       清掃委託料 △191

       空調設備保守委託料 △169

18 負担金、補助 △154,251 ■介護保険事業 △154,251

及び交付金   18 負担金、補助及び交付金 △154,251

27 繰出金 △9,013        介護施設等整備事業補助金 △154,251

■介護保険特別会計繰出事務 △9,013

  27 繰出金 △9,013

       介護保険特別会計給付費繰出金 △6,235

       介護保険特別会計介護予防事業繰出金 △2,778

12 委託料 △5,000 ■後期高齢者医療事業 △5,000

  12 委託料 △5,000

       後期高齢者特定健診委託料 △5,000

（単位：千円）

4 共済費 23 ■生活保護事業 △5,998

8 旅費 △100   04 共済費 23

11 役務費 79        会計年度任用職員社会保険料 23

19 扶助費 △6,000   08 旅費 △100

       普通旅費 △100

  11 役務費 79

       生活保護医療費等支払事務費手数料 79

  19 扶助費 △6,000

       生活扶助費 △5,000

       介護扶助費 △1,000

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

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 476,343 △29,300 447,043 △20,600 △8,700

3 公害対策費 1,184 △138 1,046 △138

4 保健センター費 467,192 △110 467,082 △110

5 予防費 164,213 △19,000 145,213 △19,000

6 保健事業費 137,918 △11,735 126,183 △11,735

1,395,745 △60,283 1,335,462 △20,600 △39,683

（款） 4 衛生費    （項） 1 保健衛生費

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）

7 報償費 △900 ■環境衛生事務事業 △900

12 委託料 △5,500   07 報償費 △900

14 工事請負費 △22,900        きれいなまちづくり協力謝礼金 △900

■市営火葬場管理事業 △5,000

  12 委託料 △5,000

       市営火葬場管理業務委託料 △5,000

■市営火葬場建設事業 △23,400

  12 委託料 △500

       ダイオキシン類調査委託料 △500

  14 工事請負費 △22,900

       旧火葬場ダイオキシン類対策工事請負費 △22,900

12 委託料 △138 ■公害対策事業 △138

  12 委託料 △138

       自動車騒音調査等業務委託料 △138

7 報償費 △110 ■一般保健事務事業 △110

  07 報償費 △110

       オリーブ協議会謝礼金 △110

12 委託料 △19,000 ■予防接種事業 △19,000

  12 委託料 △19,000

       個別予防接種等委託料 △19,000

1 報酬 △1,500 ■保健事務事業 △1,750

3 職員手当等 △555   18 負担金、補助及び交付金 △1,750

4 共済費 △600        健康福祉フェスタ実行委員会補助金 △1,750

7 報償費 △480 ■母子保健事業 △3,135

12 委託料 △6,850   01 報酬 △1,500

18 負担金、補助 △1,750        会計年度任用職員報酬 △1,500

及び交付金   03 職員手当等 △555

       会計年度任用職員期末手当 △555

  04 共済費 △600

       会計年度任用職員社会保険料 △600

  07 報償費 △480

       ２歳６か月児歯科健康診査報償費 △480

■健康増進事業 △6,850

  12 委託料 △6,850

       ３０代健康診査委託料 △900

       脳ドック検診委託料 △500

       がん検診読影委託料 △300

       がん検診等委託料 △5,000

       健康管理システム改修委託料 △150

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

- 35 -



（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 527,605 △1,400 526,205 △1,400

3 し尿処理費 4,265 △1,570 2,695 △1,570

531,882 △2,970 528,912 △2,970

（款）  5 労働費

（項）  1 労働諸費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 労働諸費 1,032 △1,000 32 △750 △250

1,032 △1,000 32 △750 △250

（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

1 農業委員会費 7,596 160 7,756 160

3 農業振興費 483,518 △100,490 383,028 △99,855 △635

6 農地費 663,969 59,563 723,532 △14,917 64,300 10,180

（款） 4 衛生費    （項） 2 清掃費

一般財源
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
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（単位：千円）

11 役務費 △1,400 ■ごみ収集事業 △1,400

  11 役務費 △1,400

       資源物回収手数料 △1,400

18 負担金、補助 △1,570 ■合併処理浄化槽設置整備事業 △1,570

及び交付金   18 負担金、補助及び交付金 △1,570

       合併処理浄化槽設置費補助金 △1,570

（単位：千円）

18 負担金、補助 △1,000 ■労働事務事業 △1,000

及び交付金   18 負担金、補助及び交付金 △1,000

       首都圏人材確保支援事業補助金 △1,000

（単位：千円）

17 備品購入費 160 ■農業委員会事務事業 160

  17 備品購入費 160

       機械器具費 160

12 委託料 △583 ■農業振興事務事業 △100,490

18 負担金、補助 △99,907   12 委託料 △583

及び交付金        米消費拡大推進事業委託料 △400

       農業振興地域整備計画変更業務委託料 △183

  18 負担金、補助及び交付金 △99,907

       経営体育成支援事業補助金 △92,975

       農業人材力強化総合支援事業補助金 △1,500

       野菜集団産地整備事業補助金 △5,432

12 委託料 △3,465 ■農地総務事務事業 △1,121

13 使用料及び賃 △105   13 使用料及び賃借料 △105

借料        水土里情報システム使用料 △105

14 工事請負費 △10,000   18 負担金、補助及び交付金 △1,016

18 負担金、補助 73,133        愛知県土地改良事業団体連合会負担金 △733

及び交付金        木曽川用水地区地盤沈下対策事業促進協議会負担金 △283

■農業基盤整備事業 76,875

  12 委託料 △2,600

       土地改良事業設計委託料 △2,600

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）  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

7 農業振興施設費 13,196 △1,983 11,213 △326 △1,657

1,238,581 △42,750 1,195,831 △114,612 64,300 △326 7,888

（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 234,208 △14,345 219,863 △14,345

3 観光費 9,827 3,454 13,281 1,727 1,727

4 消費者行政費 1,302 △242 1,060 △242

（款） 6 農林水産業費    （項） 1 農業費

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

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

  14 工事請負費 △10,000

       土地改良施設整備工事請負費 △10,000

  18 負担金、補助及び交付金 89,475

       県営経営体育成基盤整備事業負担金 30,083

       県営広域営農団地農道整備事業負担金 △400

       県営地盤沈下対策事業負担金 43,128

       県営特定農業用管水路特別対策事業負担金 19,256

       県営緊急農地防災事業負担金 △2,592

■多面的機能支払事業 △16,191

  12 委託料 △865

       多面的機能支払事業履行確認委託料 △865

  18 負担金、補助及び交付金 △15,326

       多面的機能支払事業補助金 △15,326

1 報酬 △950 ■農村環境改善センター管理運営事業 △1,783

3 職員手当等 △377   01 報酬 △950

4 共済費 △356        会計年度任用職員報酬 △950

12 委託料 △300   03 職員手当等 △377

       会計年度任用職員期末手当 △377

  04 共済費 △356

       会計年度任用職員社会保険料 △356

  12 委託料 △100

       夜間等管理業務委託料 △100

■農村多目的センター管理運営事業 △200

  12 委託料 △200

       夜間等管理業務委託料 △200

（単位：千円）

18 負担金、補助 △14,345 ■商工振興事務事業 △3,000

及び交付金   18 負担金、補助及び交付金 △3,000

       小規模企業等振興資金信用保証料補助金 △3,000

■企業誘致事業 △11,345

  18 負担金、補助及び交付金 △11,345

       企業立地指定企業交付奨励金 △11,345

14 工事請負費 3,454 ■弥富金魚水族館整備事業 3,454

  14 工事請負費 3,454

       弥富金魚水族館整備工事請負費 3,454

18 負担金、補助 △242 ■消費者行政事務事業 △242

及び交付金   18 負担金、補助及び交付金 △242

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

311,119 △11,133 299,986 1,727 △12,860

（款）  8 土木費

（項）  1 土木管理費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 土木総務費 86,832 0 86,832 △144 144

86,832 0 86,832 △144 144

（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

3 道路新設改良費 229,914 △30,400 199,514 468 529 △31,397

4 橋梁費 155,608 △6,000 149,608 △330 △5,670

468,714 △36,400 432,314 138 529 △37,067

（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 152,185 △8,747 143,438 △6,872 △1,875

（款） 7 商工費    （項） 1 商工費

一般財源
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

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

       海部地域消費生活センター負担金 △242

（単位：千円）

財　源　組　替                

（単位：千円）

12 委託料 △12,100 ■道路改良事業 △18,700

14 工事請負費 △7,700   12 委託料 △11,000

16 公有財産購入 △3,500        測量設計委託料 △11,000

費   14 工事請負費 △7,700

21 補償、補填及 △7,100        道路改良工事請負費 △7,700

び賠償金 ■事業用地取得事業 △11,700

  12 委託料 △1,100

       登記事務委託料 △1,100

  16 公有財産購入費 △3,500

       土地購入費 △3,500

  21 補償、補填及び賠償金 △7,100

       補償金 △7,100

12 委託料 △6,000 ■橋梁整備事業 △6,000

  12 委託料 △6,000

       測量設計委託料 △4,000

       橋梁点検委託料 △2,000

（単位：千円）

1 報酬 △130 ■都市計画総務事務事業 △4,095

12 委託料 △1,767   01 報酬 △130

18 負担金、補助 △6,850        都市計画審議会委員報酬　１０人 △130

及び交付金   12 委託料 △965

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

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 3,819 △620 3,199 △150 △470

7 市街地整備費 64,715 △6,696 58,019 △1,200 △5,496

531,543 △16,063 515,480 △8,222 △7,841

（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 71,580 △12,099 59,481 △1,749 △10,350

4 災害対策費 53,105 △2,892 50,213 △3 △2,889

（款） 8 土木費    （項） 4 都市計画費

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

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

       都市計画業務委託料 △965

  18 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 △3,902

  12 委託料 △802

       耐震診断事業派遣等業務委託料 △802

  18 負担金、補助及び交付金 △3,100

       民間木造住宅耐震改修費補助金 △2,400

       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 △400

■狭あい道路事業 △750

  18 負担金、補助及び交付金 △750

       狭あい道路助成金 △300

       狭あい道路奨励金 △450

12 委託料 △620 ■街路整備事業 △620

  12 委託料 △620

       物件調査委託料 △620

7 報償費 △130 ■市街地整備事業 △5,926

12 委託料 △6,566   07 報償費 △130

       バリアフリー基本構想策定委員報償費 △130

  12 委託料 △5,796

       市街地整備業務委託料 △5,796

■自由通路等整備事業 △770

  12 委託料 △770

       物件調査委託料 △770

（単位：千円）

7 報償費 △1,749 ■消防団運営事業 △12,099

8 旅費 △10,000   07 報償費 △1,749

13 使用料及び賃 △350        消防団員退職報償金 △1,749

借料   08 旅費 △10,000

       訓練及び警戒費用弁償 △10,000

  13 使用料及び賃借料 △350

       その他借上料 △350

12 委託料 △546 ■災害対策事務事業 △892

17 備品購入費 △346   12 委託料 △546

18 負担金、補助 △2,000        ハザードマップ作成委託料 △546

及び交付金   17 備品購入費 △346

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

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

754,328 △14,991 739,337 △3 △1,749 △13,239

（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 8,316 △214 8,102 △214

2 事務局費 237,303 △2,715 234,588 △2,715

253,514 △2,929 250,585 △2,929

（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 377,626 △2,038 375,588 △2,038

393,861 △2,038 391,823 △2,038

（款） 9 消防費    （項） 1 消防費

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

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

       機械器具費 △346

■自主防災組織支援事業 △2,000

  18 負担金、補助及び交付金 △2,000

       自主防災組織補助金 △2,000

（単位：千円）

12 委託料 △214 ■教育委員会事務事業 △214

  12 委託料 △214

       教職員検診委託料 △214

3 職員手当等 △1,596 ■事務局事務事業 △2,715

4 共済費 △500   03 職員手当等 △1,596

12 委託料 △150        会計年度任用職員期末手当 △1,596

13 使用料及び賃 △269   04 共済費 △500

借料        会計年度任用職員社会保険料 △500

18 負担金、補助 △200   12 委託料 △150

及び交付金        ダクト清掃委託料 △150

  13 使用料及び賃借料 △269

       自動車借上料 △269

  18 負担金、補助及び交付金 △200

       教職員研究会等負担金 △200

（単位：千円）

10 需用費 △245 ■小学校管理運営事業 △2,038

12 委託料 △1,793   10 需用費 △245

       給食食器購入費 △245

  12 委託料 △1,793

       設計監理委託料 △1,450

       学校施設長寿命化改良事業調査委託料 △343

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）  3 中学校費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 学校管理費 206,255 △1,034 205,221 △1,034

223,590 △1,034 222,556 △1,034

（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 143,098 △1,633 141,465 △1,633

2 公民館費 49,145 △1,929 47,216 △90 △1,839

6 コミュニティセン 44,511 △3,417 41,094 △100 △3,317

ター費

（款） 10 教育費    （項） 3 中学校費

一般財源
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
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（単位：千円）

10 需用費 △1,034 ■中学校管理運営事業 △1,034

  10 需用費 △1,034

       教師指導用教科書購入費 △1,034

（単位：千円）

7 報償費 △400 ■生涯学習推進事業 △936

10 需用費 △200   07 報償費 △400

12 委託料 △356        講師謝礼 △400

13 使用料及び賃 △180   10 需用費 △200

借料        消耗品費 △200

18 負担金、補助 △497   12 委託料 △156

及び交付金        青少年防災教育委託料 △156

  13 使用料及び賃借料 △180

       自動車借上料 △180

■文化振興事業 △497

  18 負担金、補助及び交付金 △497

       弥富市文化協会補助金 △497

■青少年健全育成推進事業 △200

  12 委託料 △200

       映画上映委託料 △200

10 需用費 △800 ■中央公民館管理運営事業 △1,223

11 役務費 △150   10 需用費 △200

12 委託料 △979        消耗品費 △200

  11 役務費 △150

       電信電話料 △150

  12 委託料 △873

       空調設備保守委託料 △210

       舞台音響・照明設備点検委託料 △363

       公民館管理委託料 △300

■十四山公民館管理運営事業 △706

  10 需用費 △600

       消耗品費 △100

       修繕料 △500

  12 委託料 △106

       設計監理委託料 △106

10 需用費 △1,600 ■南部コミュニティセンター管理運営事業 △2,340

12 委託料 △883   10 需用費 △1,050

14 工事請負費 △748        消耗品費 △100

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

7 歴史民俗資料館費 101,374 △6,550 94,824 △6,550

368,677 △13,529 355,148 △190 △13,339

（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 9,921 △1,557 8,364 △1,557

（款） 10 教育費    （項） 4 社会教育費

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

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

17 備品購入費 △186        燃料費 △150

       電気料 △800

  12 委託料 △542

       空調設備保守委託料 △235

       建築物定期調査報告書等作成委託料 △157

       施設窓口業務委託料 △150

  14 工事請負費 △748

       施設整備工事請負費 △748

■白鳥コミュニティセンター管理運営事業 △1,077

  10 需用費 △550

       燃料費 △300

       電気料 △250

  12 委託料 △341

       空調設備保守委託料 △191

       施設窓口業務委託料 △150

  17 備品購入費 △186

       庁用器具費 △186

7 報償費 △150 ■歴史民俗資料館管理運営事業 △3,310

10 需用費 △140   12 委託料 △1,810

12 委託料 △1,810        歴史民俗資料館移転業務委託料 △1,110

17 備品購入費 △1,500        展示パネル作成委託料 △700

18 負担金、補助 △2,950   17 備品購入費 △1,500

及び交付金        庁用器具費 △1,500

■企画展・教室開催事業 △140

  10 需用費 △140

       印刷製本費 △140

■無形文化財伝承団体育成事業 △3,100

  07 報償費 △150

       芸能発表等報償費 △150

  18 負担金、補助及び交付金 △2,950

       文化財保存会補助金 △650

       無形文化財伝承活動奨励補助金 △1,900

       山車等整備事業補助金 △400

（単位：千円）

12 委託料 △606 ■地域スポーツ振興事業 △831

13 使用料及び賃 △410   13 使用料及び賃借料 △290

借料        自動車借上料 △290

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（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

2 体育施設費 108,708 △9,129 99,579 △625 △8,504

3 十四山スポーツセ 41,441 △4,809 36,632 △1,600 △3,209

ンター費

（款） 10 教育費    （項） 5 保健体育費

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

18 負担金、補助 △541   18 負担金、補助及び交付金 △541

及び交付金        スポーツ推進委員研修会等参加負担金 △541

■スポーツ大会・教室開催事業 △726

  12 委託料 △606

       各種スポーツ大会等委託料 △606

  13 使用料及び賃借料 △120

       自動車借上料 △120

10 需用費 △5,681 ■総合体育館管理運営事業 △6,413

12 委託料 △433   10 需用費 △4,408

14 工事請負費 △3,015        電気料 △4,000

       水道料 △408

  14 工事請負費 △2,005

       体育施設整備工事請負費 △2,005

■屋内運動施設管理運営事業 △1,273

  10 需用費 △1,273

       消耗品費 △1,043

       水道料 △230

■屋外運動施設管理運営事業 △165

  12 委託料 △165

       グランド管理委託料 △165

■市民プール管理運営事業 △1,278

  12 委託料 △268

       設計監理委託料 △268

  14 工事請負費 △1,010

       体育施設整備工事請負費 △1,010

10 需用費 △2,277 ■十四山スポーツセンター管理運営事業 △2,262

12 委託料 △1,686   10 需用費 △1,200

13 使用料及び賃 △536        電気料 △1,200

借料   12 委託料 △1,062

14 工事請負費 △310        空調設備保守委託料 △328

       夜間管理業務委託料 △229

       トレーニング指導委託料 △357

       建築物定期調査報告書等作成委託料 △148

■十四山体育館管理運営事業 △677

  10 需用費 △677

       水道料 △677

■屋外体育施設管理運営事業 △1,870

  10 需用費 △400

       電気料 △400

  12 委託料 △624

       樹木管理委託料 △368

       公共用地境界確認業務委託料 △256

  13 使用料及び賃借料 △536

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（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

160,070 △15,495 144,575 △2,225 △13,270

（款） 12 公債費

（項）  1 公債費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 利子 50,679 △5,343 45,336 △5,343

1,056,525 △5,343 1,051,182 △5,343

（款） 10 教育費    （項） 5 保健体育費

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

- 52 -



（単位：千円）

       土地借上料 △536

  14 工事請負費 △310

       体育施設整備工事請負費 △310

（単位：千円）

22 償還金、利子 △5,343 ■市債利子償還事務 △5,343

及び割引料   22 償還金、利子及び割引料 △5,343

       市債利子（財務省） △5,343

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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２　一　般　職

　　（１）　総　　括

報　　酬 給　　料 職員手当 計

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（ 548 ）

338 640,661 1,130,528 1,044,409 2,815,598 465,794 3,281,392

（ 548 ）

338 692,002 1,130,528 1,055,684 2,878,214 480,227 3,358,441

（ 0 ）

0 △ 51,341 0 △ 11,275 △ 62,616 △ 14,433 △ 77,049

（　　）は、短時間勤務職員の人数（外数）

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（千円） （千円） （千円） （千円）

（人）

補 正 後

区　分

住居手当

補 正 前

補 正 後

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

共　済　費

13,735

0 0比 較

期末手当

補 正 後 385,104 202,182 25,603

396,379 202,182 25,603

児童手当

13,735

0

通勤手当

△ 11,275

職員手当の内訳

比 較

職員手当の内訳

補 正 前

休日勤務
手当

管理職手当

区　　分
扶養手当

71,894 92,519 1,378

勤勉手当

0

比 較

区　　分

0 0

35,86220,234

35,8621,378

0 0

20,234 71,894 92,519

職員手当の内訳

補 正 後

特殊勤務手当
管理職員

特別勤務手当

比 較

352

0 0

1,083

補 正 前

区　　分

352

宿日直手当

補 正 前

職員数

19,863

0

0

120 1,083

退職手当
組合負担金

174,480

174,480

0

120

地域手当
時間外勤務

手当

19,863

合　　計
給　　　　　　与　　　　　　費

備　考
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　イ　会計年度任用職員

報　　酬 給　　料 職員手当 計

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（ 533 ）

0 640,661 0 102,944 743,605 83,783 827,388

（ 533 ）

0 692,002 0 114,219 806,221 98,216 904,437

（ 0 ）

0 △ 51,341 0 △ 11,275 △ 62,616 △ 14,433 △ 77,049

（　　）は、短時間勤務会計年度任用職員の人数（外数）

（千円）

区　分
職員数

（人）

補 正 後

給　　　　　　与　　　　　　費

補 正 前

102,944

比 較

職員手当の内訳

区　　分

比 較 △ 11,275

補 正 前 114,219

補 正 後

備　考
合　　計共　済　費

期末手当
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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) 衛　　生

(4) 農林水産

２　そ　の　他

※　令和３年度中起債見込額のうち補正前の額は、令和２年度からの繰越額276,500千円を含む。

地方債の補正に伴う令和３年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　分

令和３年度中起債見込額 令和３年度中元金償還見込額 令和３年度末現在高見込額

補正前 補正額 補正後 補正前 補正額 補正後 補正前 補正額 補正後

966,700 43,700 1,010,400 493,232 0 493,232

795,900 0 795,900 510,406 0 510,406

1,003,638 15,185,959 43,700

0 4,965,708

10,220,251 43,700 10,263,951

4,965,708

15,229,659合　　計 1,762,600 43,700 1,806,300 1,003,638 0

121,300 64,300 185,600 106,324 0 106,324 907,571 64,300 971,871

956,700 △ 20,600 936,100668,000 △ 20,600 647,400 0 0 0
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