
第３２号議案 

   平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第４号） 

 平成３０年度吉川市一般会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１３，６０７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３，４３９，５８０千円とする。 

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（昭和２２年法律第６７号）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。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

  平成３１年２月２５日提出 

                             吉川市長 中原恵人 



白紙 
（ページ数表示なし） 

 第１表　歳入歳出予算補正

 歳　入 (単位　千円)

1. 市税 9,443,583 55,000 9,498,583

1. 市民税 4,571,040 41,000 4,612,040

2. 固定資産税 3,827,253 16,000 3,843,253

4. 市たばこ税 454,000 △2,000 452,000

2. 地方譲与税 181,000 △14,000 167,000

1. 地方揮発油譲与税 52,000 △4,000 48,000

2. 自動車重量譲与税 129,000 △10,000 119,000

6. 地方消費税交付金 1,050,000 81,000 1,131,000

1. 地方消費税交付金 1,050,000 81,000 1,131,000

12. 分担金及び負担金 368,407 4,097 372,504

1. 負担金 368,407 4,097 372,504

13. 使用料及び手数料 181,802 △1,301 180,501

1. 使用料 129,100 △1,301 127,799

14. 国庫支出金 4,123,941 92,336 4,216,277

1. 国庫負担金 3,263,630 △3,692 3,259,938

2. 国庫補助金 842,705 96,028 938,733

15. 県支出金 1,392,190 △9,551 1,382,639

1. 県負担金 950,295 4,442 954,737

2. 県補助金 320,269 △16,560 303,709

3. 委託金 121,626 2,567 124,193

17. 寄附金 20,000 △6,000 14,000

1. 寄附金 20,000 △6,000 14,000

18. 繰入金 1,089,656 △390,490 699,166

1. 基金繰入金 936,007 △307,287 628,720

2. 特別会計繰入金 153,649 △83,203 70,446

20. 諸収入 578,249 △784 577,465

5. 雑入 534,837 △784 534,053

21. 市債 2,312,847 503,300 2,816,147

1. 市債 2,312,847 503,300 2,816,147

23,125,973 313,607 23,439,580

計
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款 項 補正前の額 補 正 額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計



 歳　出 (単位　千円)

1. 議会費 211,670 △1,934 209,736

1. 議会費 211,670 △1,934 209,736

2. 総務費 2,574,482 △24,229 2,550,253

1. 総務管理費 1,896,013 △11,641 1,884,372

2. 徴税費 365,583 △2,334 363,249

3. 戸籍住民基本台帳費 251,813 △12,821 238,992

4. 選挙費 38,478 2,567 41,045

3. 民生費 9,670,287 △111,807 9,558,480

1. 社会福祉費 3,008,772 △59,350 2,949,422

2. 児童福祉費 4,831,065 △72,751 4,758,314

3. 生活保護費 1,240,593 9,913 1,250,506

4. 保険年金費 589,857 10,381 600,238

4. 衛生費 1,538,530 △21,521 1,517,009

1. 保健衛生費 572,873 △11,176 561,697

2. 環境衛生費 333,084 △7,012 326,072

3. 清掃費 632,573 △3,333 629,240

5. 農林水産業費 256,301 △6,529 249,772

1. 農業費 256,301 △6,529 249,772

6. 商工費 126,100 △6,101 119,999

1. 商工費 126,100 △6,101 119,999

7. 土木費 1,953,499 △167,447 1,786,052

1. 土木管理費 246,859 △2,408 244,451

2. 道路橋りょう費 425,179 △111,727 313,452

3. 都市計画費 1,281,461 △53,312 1,228,149

8. 消防費 1,303,552 △23,763 1,279,789

1. 消防費 1,303,552 △23,763 1,279,789

9. 教育費 3,291,900 720,563 4,012,463

1. 教育総務費 1,099,339 △5,762 1,093,577

2. 小学校費 277,188 552,697 829,885

3. 中学校費 1,088,756 183,622 1,272,378

4. 幼稚園費 172,313 △9,769 162,544

補 正 額 計
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款 項 補正前の額

(単位　千円)

6. 社会教育費 411,208 △225 410,983

7. スポーツ費 242,796 0 242,796

10. 公債費 2,007,322 △43,625 1,963,697

1. 公債費 2,007,322 △43,625 1,963,697

23,125,973 313,607 23,439,580

補 正 額 計
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款 項 補正前の額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計



第２表　繰越明許費

第３表　債務負担行為補正

１．変更

２．小学校費 空調設備導入事業（小学校） 552,697

136,995

185,364

河川改修設計業務委託事業 9,720

款

空調設備導入事業（中学校）

第二保育所再整備設計業務委託事業

項

宇宙飛行士講演事業

金　額

千円

230

12,096

事　業　名

７．土木費

２．総務費

３．民生費

９．教育費

事　　　　　　項

埼玉県議会議員選挙執行事業

１．総務管理費

２．児童福祉費

３．中学校費

２．道路橋りょう費

変　　　更　　　前

７．土木費 ３．都市計画費 越谷吉川線街路整備事業

９．教育費

変　　　更　　　後

期　　　間 限　度　額 期　　　間 限　度　額

千円

 平成３１年度 4,541

千円
 平成３０年度
　～平成３１年度

4,940
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第４表　地方債補正
１．追加

２．変更

農業用排水路整備
事業債

民間保育施設整備
事業債

88,600 〃 〃

〃

72,400道路整備事業債 92,400 〃 〃 〃

188,200

178,300

〃 〃
土地区画整理事業
債

限度額

千円

80,300

6,000

28,300

起債の方法 利率 償還の方法

〃 〃 〃

普通貸借
又は

証券発行

　年5.0％
以内
（ただし、
利率見直し
方式で借入
れるものに
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

　政府資金
については
その融資条
件により、
県、組合、
銀行等の場
合はその債
権者と協定
又は定めら
れた融資条
件による。
ただし、市
財政その他
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮
し、繰上償
還又は低利
債に借換え
することが
できる。

〃

利率 償還の方法限度額

千円

33,300 〃

〃

補　正　後

耐震性貯水槽整備
事業債

56,200 〃 〃 〃 45,600 〃 〃 〃

起債の目的

起債の方法

〃

補　正　前

〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

防災行政無線整備
事業債

65,600 〃

192,500 〃

都市計画街路整備
事業債

204,200 〃

〃〃 〃 58,400 〃 〃

償　還　の　方　法

　政府資金についてはその融資条
件により、県、組合、銀行等の場
合はその債権者と協定又は定めら
れた融資条件による。ただし、市
財政その他の都合により据置期間
及び償還期限を短縮し、繰上償還
又は低利債に借換えすることがで
きる。

起　債　の　目　的 起 債 の 方 法 利　　　率

空調設備整備事業債
普通貸借
又は

証券発行

　年５.０％以内
（ただし、利率見
直し方式で借入れ
るものについて、
利 率 の 見 直 し を
行った後において
は、当該見直し後
の利率）

限　度　額

千円

586,700

市立保育所整備事
業債

8,100
普通貸借
又は

証券発行

　年5.0％
以内
（ただし、
利率見直し
方式で借入
れるものに
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

　政府資金
については
その融資条
件により、
県、組合、
銀行等の場
合はその債
権者と協定
又は定めら
れた融資条
件による。
ただし、市
財政その他
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮
し、繰上償
還又は低利
債に借換え
することが
できる。
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白紙 
（ページ数表示なし） 

 １　総　括

 歳　入 （単位　千円）

1. 市税 9,443,583 55,000 9,498,583

2. 地方譲与税 181,000 △14,000 167,000

6. 地方消費税交付金 1,050,000 81,000 1,131,000

12. 分担金及び負担金 368,407 4,097 372,504

13. 使用料及び手数料 181,802 △1,301 180,501

14. 国庫支出金 4,123,941 92,336 4,216,277

15. 県支出金 1,392,190 △9,551 1,382,639

17. 寄附金 20,000 △6,000 14,000

18. 繰入金 1,089,656 △390,490 699,166

20. 諸収入 578,249 △784 577,465

21. 市債 2,312,847 503,300 2,816,147

23,125,973 313,607 23,439,580
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款 計補正前の額 補　正　額

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳　　入　　合　　計



1. 議会費 211,670 △1,934 209,736

2. 総務費 2,574,482 △24,229 2,550,253

3. 民生費 9,670,287 △111,807 9,558,480

4. 衛生費 1,538,530 △21,521 1,517,009

5. 農林水産業費 256,301 △6,529 249,772

6. 商工費 126,100 △6,101 119,999

7. 土木費 1,953,499 △167,447 1,786,052

8. 消防費 1,303,552 △23,763 1,279,789

9. 教育費 3,291,900 720,563 4,012,463

10. 公債費 2,007,322 △43,625 1,963,697

23,125,973 313,607 23,439,580

款
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歳　　　出　　　合　　　計

 歳　出

計補　正　額補正前の額

（単位　千円）

△1,934

2,567 6,136 △32,932

△63,412 △10,400 △2,817 △35,178

△5,164 △3,409 △12,948

1,242 △5,000 △2,771

△423 △5,678

△728 △50,200 △70,218 △46,301

△17,800 △5,963

148,703 586,700 △4,051 △10,789

△43,625

82,785 503,300 △74,359 △198,119
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その他
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

国県支出金 地方債



２　歳　入

(款) 1.市税 (項) 1.市民税

 2. 法人 375,988 41,000 416,988

4,571,040 41,000 4,612,040

(款) 1.市税 (項) 2.固定資産税

 1. 固定資産税 3,824,212 16,000 3,840,212

3,827,253 16,000 3,843,253

(款) 1.市税 (項) 4.市たばこ税

 1. 市たばこ税 454,000 △2,000 452,000

454,000 △2,000 452,000

(款) 2.地方譲与税 (項) 1.地方揮発油譲与税

 1. 地方揮発油譲与税 52,000 △4,000 48,000

52,000 △4,000 48,000

(款) 2.地方譲与税 (項) 2.自動車重量譲与税

 1. 自動車重量譲与税 129,000 △10,000 119,000

129,000 △10,000 119,000

(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 1,050,000 81,000 1,131,000

1,050,000 81,000 1,131,000

(款)12.分担金及び負担金 (項) 1.負担金

 2. 民生費負担金 354,634 4,097 358,731

368,407 4,097 372,504

(款)13.使用料及び手数料 (項) 1.使用料

 3. 衛生使用料 50,436 △881 49,555

 7. 教育使用料 42,658 △420 42,238

129,100 △1,301 127,799

(款)14.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金

 1. 民生費国庫負担金 2,917,339 △3,692 2,913,647

計

計

計

計

計

計

計

計
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目 補正前の額 補　正　額 計

（単位　千円）

 1. 現年課税分 41,000 均等割 5,000

法人税割 36,000

 1. 現年課税分 16,000 家屋 16,000

 1. 現年課税分 △2,000 市たばこ税 △2,000

 1. 地方揮発油譲与税 △4,000 地方揮発油譲与税 △4,000

 1. 自動車重量譲与税 △10,000 自動車重量譲与税 △10,000

 1. 地方消費税交付金 81,000 地方消費税交付金 81,000

 2. 児童福祉費負担金 4,097 保育所入所保護者負担金（過年度分） 4,097

 1. 衛生使用料 △881 自転車駐車場使用料 △881

 5. スポーツ使用料 △420 野球場使用料 △420

 4. 児童福祉費負担金 2,851 保育所運営費負担金 2,851

14.国庫支出金
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区　　分
説　　　　　　明

節

金　　額



3,263,630 △3,692 3,259,938

(款)14.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

 2. 民生費国庫補助金 613,544 △50,675 562,869

 3. 衛生費国庫補助金 12,183 △1,272 10,911

 5. 土木費国庫補助金 125,544 △728 124,816

 7. 教育費国庫補助金 58,060 148,703 206,763

842,705 96,028 938,733

(款)15.県支出金 (項) 1.県負担金

 2. 民生費県負担金 937,088 4,442 941,530

950,295 4,442 954,737

(款)15.県支出金 (項) 2.県補助金

 2. 民生費県補助金 247,120 △13,487 233,633

 3. 衛生費県補助金 26,078 △3,892 22,186

 4. 農林水産業費県補助金 27,710 1,242 28,952

計

計

計
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補正前の額目 補　正　額 計

（単位　千円）

 5. 生活保護費負担金 △8,197 生活保護費負担金 △8,197

 6. 保険基盤安定負担金 1,654 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 1,654

 3. 児童福祉費補助金 △50,675 子ども・子育て支援交付金 △12,228

保育対策総合支援事業費補助金 △566

保育所等整備交付金 △37,881

 1. 保健衛生費補助金 △1,272 子ども・子育て支援交付金 △1,272

 1. 土木費補助金 △728 社会資本整備総合交付金 △728

 1. 小学校費補助金 109,218 冷房設備対応臨時特例交付金 109,218

 2. 中学校費補助金 41,035 冷房設備対応臨時特例交付金 41,035

 3. 幼稚園費補助金 △1,550 幼稚園就園奨励費補助金 △1,550

 3. 児童福祉費負担金 1,425 保育所運営費負担金 1,425

 5. 保険基盤安定負担金 3,017 保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 2,190

保険基盤安定負担金（保険者支援分） 827

 1. 社会福祉費補助金 △483 埼玉県地域自殺対策強化事業補助金 △483

 4. 児童福祉費補助金 △13,004 子ども・子育て支援交付金 △12,228

特別保育事業費補助金 △3,388

社会福祉施設等耐震化促進事業費補助金 3,000

保育士宿舎借上支援事業費補助金 △388

 1. 保健衛生費補助金 △1,442 子ども・子育て支援交付金 △1,272

健康増進事業費県補助金 △170

 2. 環境衛生費補助金 △2,450 埼玉県浄化槽整備事業補助金 △2,450

 1. 農業費補助金 1,242 農業災害対策特別措置事業補助金 130

経営所得安定対策推進事業費補助金 280

農地維持・資源向上支払交付金事業費補助金 △1,076

新規就農総合支援事業費補助金 △1,944

経営体育成条件整備事業費補助金（被災農業者向け） 3,852

15.県支出金

金　　額区　　分
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説　　　　　　明
節



 5. 商工費県補助金 2,190 △423 1,767

320,269 △16,560 303,709

(款)15.県支出金 (項) 3.委託金

 1. 総務費委託金 121,371 2,567 123,938

121,626 2,567 124,193

(款)17.寄附金 (項) 1.寄附金

 1. 商工費寄附金 20,000 △9,000 11,000

 2. 教育費寄附金 0 3,000 3,000

20,000 △6,000 14,000

(款)18.繰入金 (項) 1.基金繰入金

 1. 財政調整基金繰入金 330,903 △302,383 28,520

 3. 公共施設整備基金繰入金 62,938 △4,904 58,034

936,007 △307,287 628,720

(款)18.繰入金 (項) 2.特別会計繰入金

 2. 下水道事業特別会計繰入金 56,323 △15,833 40,490

 6. 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特 85,645 △67,370 18,275

別会計繰入金

153,649 △83,203 70,446

(款)20.諸収入 (項) 5.雑入

 2. 雑入 520,132 △784 519,348

計

計

計

計

補　正　額 計

計

- 14 -

補正前の額目

（単位　千円）

 1. 商工費補助金 △423 埼玉県消費者行政活性化補助金 △423

 4. 選挙費委託金 2,567 県議会議員選挙委託費交付金 2,567

 1. 商工費寄附金 △9,000 商工費寄附金 △9,000

 1. 教育費寄附金 3,000 社会教育費寄附金 3,000

 1. 財政調整基金繰入金 △302,383 財政調整基金繰入金 △302,383

 1. 公共施設整備基金繰 △4,904 公共施設整備基金繰入金 △4,904

入金

 1. 下水道事業特別会計 △15,833 下水道事業特別会計繰入金 △15,833

繰入金

 1. 吉川美南駅東口周辺 △67,370 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計繰

地区土地区画整理事 入金 △67,370

業特別会計繰入金

 1. 学校給食費徴収金 △3,015 学校給食費徴収金（小学校） △448

学校給食費徴収金（中学校） △2,297

学校給食費徴収金（センター職員分） △270

 2. 雑入 2,231 滞納処分費 △1,000

職員給与等負担金 4,557

県収入証紙売捌収入 2,579

一時的保育事業利用料 △1,847

学童保育おやつ代 1,086

20.諸収入

節

金　　額区　　分

- 15 -

説　　　　　　明



534,837 △784 534,053

(款)21.市債 (項) 1.市債

 1. 民生債 103,800 △10,400 93,400

 3. 農林水産業債 33,300 △5,000 28,300

 4. 土木債 500,700 △50,200 450,500

 5. 消防債 121,800 △17,800 104,000

 6. 教育債 557,400 586,700 1,144,100

2,312,847 503,300 2,816,147

計

計

計

- 16 -

補正前の額目 補　正　額

（単位　千円）

がん検診個人負担金 △496

生活習慣病予防健診個人負担金 △190

ウォーキング事業用歩数計代 △1,842

文化芸術イベント入場料 △616

 1. 児童福祉施設整備事 △10,400 市立保育所整備事業債 △2,100

業債 民間保育施設整備事業債 △8,300

 1. 農林水産業債 △5,000 農業用排水路整備事業債 △5,000

 1. 道路橋りょう事業債 △20,000 道路整備事業債 △20,000

 2. 土地区画整理事業債 △4,300 土地区画整理事業債 △4,300

 3. 都市計画事業債 △25,900 都市計画街路整備事業債 △25,900

 1. 防災施設整備事業債 △17,800 防災行政無線整備事業債 △7,200

耐震性貯水槽整備事業債 △10,600

 1. 義務教育施設整備事 586,700 空調設備整備事業債 586,700

業債

21.市債

節

金　　額区　　分

- 17 -

説　　　　　　明



３　歳　出

(款) 1.議会費 (項) 1.議会費

 1. 議会費 211,670 △1,934 209,736 △1,934

211,670 △1,934 209,736 △1,934

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

 1. 一般管理費 773,502 792 774,294 4,557 △3,765

諸収入 (4,557)

 4. 会計管理費 2,104 3,000 5,104 2,579 421

諸収入 (2,579)

 5. 財産管理費 125,393 △9,894 115,499 △9,894

 7. 企画費 40,552 △4,763 35,789 △4,763

13. 市民参加推 88,199 △776 87,423 △776

進費

1,896,013 △11,641 1,884,372 7,136 △18,777

計

計

特　定　財　源
一般財源

地方債 その他

- 18 -

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金

（単位　千円）

 9. 旅費 △1,044 20.議会運営事業 △890

13. 委託料 △890   13 委託料 △890

　　　会議録作成業務委託料 △540

　　　議場録音設備保守点検委託料 △350

40.議会渉外・活動事業 △1,044

   9 旅費 △1,044

　　　普通旅費 △245

　　　費用弁償 △799

14. 使用料及び賃 792 20.全庁共通事務支援事業 792

借料   14 使用料及び賃借料 792

　　　複写機使用料 792

28. 繰出金 3,000 10.会計事務事業 3,000

  28 繰出金 3,000

　　　郵便切手類購入基金繰出金 3,000

11. 需用費 △1,603 10.庁舎管理事業 △8,960

12. 役務費 △568   11 需用費 △1,603

13. 委託料 △6,789 　　　光熱水費 △1,603

15. 工事請負費 △598   12 役務費 △568

18. 備品購入費 △336 　　　通信運搬費 △568

  13 委託料 △6,789

　　　施設維持管理業務委託料 △6,789

20.公有財産等管理事業 △598

  15 工事請負費 △598

　　　原状回復工事費 △598

30.公有自動車管理事業 △336

  18 備品購入費 △336

　　　公用車購入費 △336

12. 役務費 △433 10.公共交通機関整備改善推進事業 △4,763

19. 負担金補助及 △4,330   12 役務費 △433

び交付金 　　　手数料 △433

  19 負担金補助及び交付金 △4,330

　　　タクシー利用補助金 △4,330

19. 負担金補助及 △776 10.自治会活動支援事業 △776

び交付金   19 負担金補助及び交付金 △776

　　　自治会活動補助金 △270

　　　地域自治振興交付金 △506

 2.総務費

- 19 -

節

説　　   明
区　　分 金   額



(款) 2.総務費 (項) 2.徴税費

 2. 賦課徴収費 95,348 △2,334 93,014 △1,000 △1,334

諸収入 (△1,000)

365,583 △2,334 363,249 △1,000 △1,334

(款) 2.総務費 (項) 3.戸籍住民基本台帳費

 2. 市民サービ 55,168 △12,821 42,347 △12,821

スセンター

費

251,813 △12,821 238,992 △12,821

(款) 2.総務費 (項) 4.選挙費

 4. 県議会議員 5,874 2,567 8,441 2,567

選挙費 県 (2,567)

38,478 2,567 41,045 2,567

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

 1. 社会福祉総 376,563 △525 376,038 △483 △42

務費 県 (△483)

 3. 高齢者福祉 595,152 △58,189 536,963 △58,189

費

 5. 広域連合費 584,849 △636 584,213 △636

計

計

計

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金 地方債 その他

- 20 -

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

（単位　千円）

12. 役務費 △1,000 10.賦課事業 △1,334

13. 委託料 △1,334   13 委託料 △1,334

　　　固定資産税基礎資料整備業務委託料 △1,054

　　　航空写真撮影業務委託料 △280

20.徴収事業 △1,000

  12 役務費 △1,000

　　　手数料 △1,000

11. 需用費 160 10.市民サービスセンター事業 △12,821

19. 負担金補助及 △12,981   11 需用費 160

び交付金 　　　光熱水費 160

  19 負担金補助及び交付金 △12,981

　　　修繕工事費負担金 △12,981

 1. 報酬 114 10.埼玉県議会議員選挙執行事業 2,567

 3. 職員手当等 169    1 報酬 114

 8. 報償費 80 　　　管理者等報酬 114

12. 役務費 1,761    3 職員手当等 169

13. 委託料 441 　　　時間外勤務手当 169

14. 使用料及び賃 2    8 報償費 80

借料 　　　投票事務従事者報償 80

  12 役務費 1,761

　　　通信運搬費 1,761

  13 委託料 441

　　　会場設営業務委託料 441

  14 使用料及び賃借料 2

　　　駐車場使用料 2

13. 委託料 △525 40.地域福祉推進事業 △525

  13 委託料 △525

　　　自殺対策計画策定業務委託料 △525

28. 繰出金 △58,189 90.介護保険特別会計繰出事業 △58,189

  28 繰出金 △58,189

　　　介護保険特別会計繰出金 △58,189

28. 繰出金 △636 20.後期高齢者医療特別会計繰出事業 △636

 3.民生費

区　　分 金   額
説　　   明

- 21 -

節



3,008,772 △59,350 2,949,422 △483 △58,867

(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

 3. 児童福祉施 302,584 △4,771 297,813 468 △2,100 △3,903 764

設費〔市立 国 (234) 繰入金 (△2,056)

保育所分〕 県 (234) 諸収入 (△1,847)

 4. 児童福祉施 1,889,491 △48,951 1,840,540 △35,295 △8,300 △5,356

設費〔民間 国 (△35,770)

保育園分〕 県 (475)

 5. 子ども・子 319,737 △4,738 314,999 △2,956 △1,782

育て支援給 国 (△1,478)

付費 県 (△1,478)

 6. 学童保育費 173,908 △14,291 159,617 △21,620 1,086 6,243

国 (△10,810) 諸収入 (1,086)

県 (△10,810)

4,831,065 △72,751 4,758,314 △59,403 △10,400 △2,817 △131

(款) 3.民生費 (項) 3.生活保護費

 2. 扶助費 1,174,001 9,913 1,183,914 △8,197 18,110

国 (△8,197)

1,240,593 9,913 1,250,506 △8,197 18,110

計

計

計

一般財源
目 補正前の額 補　正　額

国県支出金 地方債 その他

- 22 -

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源

（単位　千円）

  28 繰出金 △636

　　　後期高齢者医療特別会計繰出金 △636

 7. 賃金 △615 10.市立保育所運営事業 △615

13. 委託料 △4,156    7 賃金 △615

　　　臨時職員賃金 △615

20.市立保育所整備事業 △4,156

  13 委託料 △4,156

　　　設計委託料 △4,156

13. 委託料 10,333 10.保育委託事業 △48,951

18. 備品購入費 △552   13 委託料 10,333

19. 負担金補助及 △58,732 　　　保育委託料 10,869

び交付金 　　　家庭保育室運営委託料 △536

  18 備品購入費 △552

　　　災害用備品購入費 △552

  19 負担金補助及び交付金 △58,732

　　　民間保育所特別保育事業費補助金 △14,419

　　　民間保育所整備事業費補助金 △44,313

19. 負担金補助及 △4,738 20.地域型保育給付事業 △4,738

び交付金   19 負担金補助及び交付金 △4,738

　　　小規模保育特別保育事業費補助金 △4,738

 1. 報酬 △10,839 10.学童保育事業 △14,291

 4. 共済費 △1,896    1 報酬 △10,839

 7. 賃金 △2,642 　　　学童保育支援員報酬 △10,839

11. 需用費 1,086    4 共済費 △1,896

　　　非常勤特別職社会保険料 △1,896

   7 賃金 △2,642

　　　臨時職員賃金 △2,642

  11 需用費 1,086

　　　おやつ購入費 1,086

20. 扶助費 9,913 10.生活保護事業 9,913

  20 扶助費 9,913

　　　扶助費 9,913

 3.民生費

区　　分 金   額
説　　   明

- 23 -

節



(款) 3.民生費 (項) 4.保険年金費

 2. 国民健康保 567,222 10,381 577,603 4,671 5,710

険費 国 (1,654)

県 (3,017)

589,857 10,381 600,238 4,671 5,710

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

 2. 予防費 374,204 △7,537 366,667 △170 △2,528 △4,839

県 (△170) 諸収入 (△2,528)

 3. 母子衛生費 85,103 △3,639 81,464 △2,544 △1,095

国 (△1,272)

県 (△1,272)

572,873 △11,176 561,697 △2,714 △2,528 △5,934

(款) 4.衛生費 (項) 2.環境衛生費

 1. 環境衛生総 118,411 0 118,411 △881 881

務費 使用料 (△881)

 2. 生活環境費 4,294 △850 3,444 △850

 4. 公害対策費 32,023 △6,162 25,861 △2,450 △3,712

県 (△2,450)

333,084 △7,012 326,072 △2,450 △881 △3,681

計

計

計

一般財源
目 補正前の額 補　正　額

国県支出金 地方債 その他

- 24 -

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源

（単位　千円）

28. 繰出金 10,381 10.国民健康保険特別会計繰出事業 10,381

  28 繰出金 10,381

　　　国民健康保険特別会計繰出金 10,381

 7. 賃金 △846 10.健康増進事業 △6,553

11. 需用費 △984    7 賃金 △846

13. 委託料 △5,707 　　　臨時職員賃金 △846

  13 委託料 △5,707

　　　健康診査委託料 △548

　　　がん検診委託料 △5,159

70.ウォーキング推進事業 △984

  11 需用費 △984

　　　消耗品費 △984

 1. 報酬 △2,448 10.母子保健事業 △3,639

 4. 共済費 △398    1 報酬 △2,448

 9. 旅費 △153 　　　母子保健支援員報酬 △2,448

15. 工事請負費 △640    4 共済費 △398

　　　非常勤特別職社会保険料 △398

   9 旅費 △153

　　　費用弁償 △153

  15 工事請負費 △640

　　　施設整備工事費 △640

19. 負担金補助及 △850 40.太陽光発電設備設置促進事業 △850

び交付金   19 負担金補助及び交付金 △850

　　　住宅用太陽光発電設備設置補助金 △850

13. 委託料 △990 20.測定分析事業 △990

19. 負担金補助及 △5,172   13 委託料 △990

び交付金 　　　測定委託料 △990

30.浄化槽設置促進事業 △5,172

  19 負担金補助及び交付金 △5,172

　　　合併処理浄化槽設置事業補助金 △5,172

 4.衛生費

区　　分 金   額
説　　   明

- 25 -

節



(款) 4.衛生費 (項) 3.清掃費

 1. 清掃総務費 331,645 △3,333 328,312 △3,333

632,573 △3,333 629,240 △3,333

(款) 5.農林水産業費 (項) 1.農業費

 1. 農業委員会 28,809 △348 28,461 △348

費

 3. 農業振興費 17,924 4,007 21,931 2,318 1,689

県 (2,318)

 4. 農地費 100,586 △10,188 90,398 △1,076 △5,000 △4,112

県 (△1,076)

256,301 △6,529 249,772 1,242 △5,000 △2,771

(款) 6.商工費 (項) 1.商工費

 2. 商工振興費 66,299 △5,593 60,706 △5,593

 3. 消費行政推 4,657 △508 4,149 △423 △85

進費 県 (△423)

126,100 △6,101 119,999 △423 △5,678

(款) 7.土木費 (項) 1.土木管理費

 1. 土木総務費 244,680 △948 243,732 △948

計

計

計

一般財源
目 補正前の額 補　正　額

国県支出金 地方債 その他

- 26 -

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源

（単位　千円）

19. 負担金補助及 △3,333 10.清掃一般事業 △3,333

び交付金   19 負担金補助及び交付金 △3,333

　　　東埼玉資源環境組合負担金 △3,333

 1. 報酬 △348 10.農業委員会運営事業 △348

   1 報酬 △348

　　　農業委員報酬 △348

19. 負担金補助及 4,007 20.農業後継者確保育成事業 △943

び交付金   19 負担金補助及び交付金 △943

　　　農業次世代人材投資資金 △943

60.農業振興事業 4,950

  19 負担金補助及び交付金 4,950

　　　経営体育成条件整備事業費補助金（被災農業者向け） 4,950

15. 工事請負費 △9,041 10.用排水路整備事業 △9,041

19. 負担金補助及 △1,147   15 工事請負費 △9,041

び交付金 　　　用排水路工事費 △9,041

20.用排水路維持管理事業 △1,147

  19 負担金補助及び交付金 △1,147

　　　農地維持・資源向上支払交付金 △1,147

11. 需用費 △4,500 10.商業活性化推進事業 △782

14. 使用料及び賃 △311   19 負担金補助及び交付金 △782

借料 　　　産業振興推進事業費補助金 △782

19. 負担金補助及 △782 70.ふるさと納税推進事業 △4,811

び交付金   11 需用費 △4,500

　　　ふるさと納税返礼品購入費 △4,500

  14 使用料及び賃借料 △311

　　　ふるさと納税システム使用料 △311

12. 役務費 △508 10.消費行政推進事業 △508

  12 役務費 △508

　　　手数料 △508

11. 需用費 166 10.道路管理事業 △948

13. 委託料 △825   11 需用費 166

　　　光熱水費 166

 7.土木費

区　　分 金   額
説　　   明

- 27 -

節



 2. 建築指導費 2,179 △1,460 719 △728 △732

国 (△728)

246,859 △2,408 244,451 △728 △1,680

(款) 7.土木費 (項) 2.道路橋りょう費

 1. 道路橋りょ 16,498 △2,425 14,073 △2,425

う総務費

 2. 道路維持費 309,064 △99,414 209,650 △18,000 △67,370 △14,044

繰入金 (△67,370)

 3. 道路新設改 22,192 △3,884 18,308 △2,000 △1,884

良費

 4. 準用河川改 18,657 △692 17,965 △692

修費

 5. 総合治水費 11,981 △912 11,069 △912

 6. 橋りょう維 46,787 △4,400 42,387 △4,400

持費

425,179 △111,727 313,452 △20,000 △67,370 △24,357

計

計

一般財源
目 補正前の額 補　正　額

国県支出金 地方債 その他

- 28 -

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源

（単位　千円）

17. 公有財産購入 △289   13 委託料 △825

費 　　　登記申請委託料 △825

  17 公有財産購入費 △289

　　　用地購入費 △289

19. 負担金補助及 △1,460 10.建築行政事業 △1,460

び交付金   19 負担金補助及び交付金 △1,460

　　　耐震診断補助金 △260

　　　耐震改修補助金 △1,200

13. 委託料 △746 10.まちづくり整備基準条例道路後退用地取得事業 △2,425

19. 負担金補助及 450   13 委託料 △746

び交付金 　　　物件調査委託料 △746

22. 補償補填及び △2,129   19 負担金補助及び交付金 450

賠償金 　　　分筆登記打切負担金 450

  22 補償補填及び賠償金 △2,129

　　　物件補償費 △2,129

15. 工事請負費 △83,961 10.道路維持補修事業 △99,414

19. 負担金補助及 △15,453   15 工事請負費 △83,961

び交付金 　　　道路補修工事費 △83,961

  19 負担金補助及び交付金 △15,453

　　　工事費負担金 △15,453

15. 工事請負費 △3,884 10.道路改良事業 △3,884

  15 工事請負費 △3,884

　　　道路改良工事費 △3,884

13. 委託料 △692 10.準用河川改修事業 △692

  13 委託料 △692

　　　設計委託料 △692

11. 需用費 △540 10.総合治水事業 △912

15. 工事請負費 △372   11 需用費 △540

　　　修繕料 △540

  15 工事請負費 △372

　　　施設整備工事費 △372

13. 委託料 △4,400 10.橋りょう維持補修事業 △4,400

  13 委託料 △4,400

　　　道路ストック点検業務委託料 △4,400

 7.土木費

区　　分 金   額
説　　   明

- 29 -

節



(款) 7.土木費 (項) 3.都市計画費

 2. 土地区画整 351,896 △4,459 347,437 △4,300 △159

理費

 4. 公園費 305,536 △14,697 290,839 △14,697

 5. 都市計画街 232,889 △32,673 200,216 △25,900 △2,848 △3,925

路整備事業 繰入金 (△2,848)

費

 6. 下水道事業 283,543 △1,483 282,060 △1,483

費

1,281,461 △53,312 1,228,149 △30,200 △2,848 △20,264

(款) 8.消防費 (項) 1.消防費

 2. 消防施設費 9,405 △704 8,701 △704

 3. 防災費 183,171 △23,059 160,112 △17,800 △5,259

1,303,552 △23,763 1,279,789 △17,800 △5,963

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費

 3. 教育指導費 106,581 △2,045 104,536 △2,045

計

計

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金 地方債 その他

- 30 -

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

（単位　千円）

28. 繰出金 △4,459 20.吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出

   事業 △4,459

  28 繰出金 △4,459

　　　吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出

　　　金 △4,459

15. 工事請負費 △14,697 10.公園維持管理事業 △14,697

  15 工事請負費 △14,697

　　　公園等整備工事費 △14,697

13. 委託料 △3,925 10.都市計画街路整備事業 △32,673

15. 工事請負費 △28,748   13 委託料 △3,925

　　　設計委託料 △448

　　　物件調査委託料 △3,477

  15 工事請負費 △28,748

　　　越谷吉川線道路築造工事費 △28,748

28. 繰出金 △1,483 10.下水道事業特別会計繰出事業 △1,483

  28 繰出金 △1,483

　　　下水道事業特別会計繰出金 △1,483

13. 委託料 △872 10.消防施設等維持管理事業 △704

19. 負担金補助及 168   13 委託料 △872

び交付金 　　　物件調査委託料 △872

  19 負担金補助及び交付金 168

　　　消火栓維持管理交付金 168

13. 委託料 △285 10.防災対策事業 △23,059

15. 工事請負費 △21,440   13 委託料 △285

19. 負担金補助及 △1,334 　　　防災訓練会場設営委託料 △285

び交付金   15 工事請負費 △21,440

　　　デジタル防災行政無線システム整備工事費 △7,217

　　　耐震性貯水槽設置工事費 △14,223

  19 負担金補助及び交付金 △1,334

　　　自主防災組織補助金 △978

　　　埼玉県・市町村被災者支援制度市町村負担金 △356

 7. 賃金 △2,045 20.教育指導推進事業 △657

   7 賃金 △657

　　　臨時職員賃金 △657

30.教育内容充実事業 △1,388

 9.教育費

区　　分 金   額
説　　   明

- 31 -

節



 4. 学校保健費 34,786 △679 34,107 △679

 5. 学校給食セ 740,881 △3,038 737,843 △3,015 △23

ンター費 諸収入 (△3,015)

1,099,339 △5,762 1,093,577 △3,015 △2,747

(款) 9.教育費 (項) 2.小学校費

 1. 学校管理費 206,260 552,697 758,957 109,218 442,900 579

国 (109,218)

277,188 552,697 829,885 109,218 442,900 579

(款) 9.教育費 (項) 3.中学校費

 1. 学校管理費 97,586 183,622 281,208 41,035 143,800 △1,213

国 (41,035)

1,088,756 183,622 1,272,378 41,035 143,800 △1,213

(款) 9.教育費 (項) 4.幼稚園費

 1. 幼稚園総務 172,313 △9,769 162,544 △1,550 △8,219

費 国 (△1,550)

172,313 △9,769 162,544 △1,550 △8,219

(款) 9.教育費 (項) 6.社会教育費

 1. 社会教育総 72,659 △575 72,084 △575

務費

 3. 公民館費 94,706 △400 94,306 △616 216

諸収入 (△616)

 4. 地区センタ 16,375 750 17,125 750

ー費

計

計

計

計

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金 地方債 その他

- 32 -

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

（単位　千円）

   7 賃金 △1,388

　　　臨時職員賃金 △1,388

13. 委託料 △679 10.学校保健事業 △679

  13 委託料 △679

　　　教職員一般健康診査委託料 △679

11. 需用費 △3,038 10.学校給食調理事業 △3,038

  11 需用費 △3,038

　　　給食材料費 △3,038

18. 備品購入費 552,697 20.空調設備導入事業（小学校） 552,697

  18 備品購入費 552,697

　　　空調設備購入費 552,697

18. 備品購入費 185,364 10.学校管理運営事業（中学校） △1,742

19. 負担金補助及 △1,742   19 負担金補助及び交付金 △1,742

び交付金 　　　体育大会派遣補助金 △1,742

20.空調設備導入事業（中学校） 185,364

  18 備品購入費 185,364

　　　空調設備購入費 185,364

19. 負担金補助及 △9,769 10.幼稚園就園補助事業 △9,769

び交付金   19 負担金補助及び交付金 △9,769

　　　幼稚園就園奨励費補助金 △9,769

 7. 賃金 △575 20.社会教育推進事業 △575

   7 賃金 △575

　　　臨時職員賃金 △575

 8. 報償費 △400 20.社会教育推進事業 △400

   8 報償費 △400

　　　講師謝礼 △400

11. 需用費 750 10.地区センター施設管理事業 750

  11 需用費 750

　　　光熱水費 750

 9.教育費

区　　分 金   額
説　　   明

- 33 -

節



411,208 △225 410,983 △616 391

(款) 9.教育費 (項) 7.スポーツ費

 2. 体育施設費 171,450 0 171,450 △420 420

使用料 (△420)

242,796 0 242,796 △420 420

(款)10.公債費 (項) 1.公債費

 1. 元金 1,845,780 693 1,846,473 693

 2. 利子 161,542 △44,318 117,224 △44,318

2,007,322 △43,625 1,963,697 △43,625計

国県支出金 地方債 その他

計

計

特　定　財　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額

- 34 -

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

（単位　千円）

23. 償還金利子及 693 10.長期債償還事業（元金） 693

び割引料   23 償還金利子及び割引料 693

　　　長期債償還元金 693

23. 償還金利子及 △44,318 10.長期債償還事業（利子） △44,318

び割引料   23 償還金利子及び割引料 △44,318

　　　長期債償還利子 △41,318

　　　一時借入金利子 △3,000

10.公債費

金   額区　　分
説　　   明

- 35 -

節



（単位　千円）

期末手当 その他の

年間支給率手　　 当

8,237

（4.40月分）

38,001

（4.40月分）

その他の
特 別 職

644 204,580 8,124 3,575 216,279 26,782 243,061

計 666 290,944 26,844 49,813 36 367,637 63,743 431,380

8,237

（4.40月分）

38,001

（4.40月分）

その他の
特 別 職

646 218,101 8,124 3,575 229,800 29,076 258,876

計 668 304,465 26,844 49,813 36 381,158 66,037 447,195

長 等

議 員

その他の
特 別 職

△ 2 △ 13,521 △ 13,521 △ 2,294 △ 15,815

計 △ 2 △ 13,521 △ 13,521 △ 2,294 △ 15,815

※ 長等とは市長及び副市長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう

給 与 費 明 細 書

１．特　別　職

区 分
職員数

（人）

給　　　　　　与　　　　　　費

共済費 合　計 備　考
報　酬 給　料 計

補正後

長 等 2 18,720

議 員 20 86,364 124,365 32,348 156,713

36 26,993 4,613 31,606

2 18,720 36 26,993 4,613

比　較

31,606

議 員 20 86,364 124,365 32,348 156,713

補正前

長 等

- 36 -

２．一　般　職

（１）　総　　　括 （単位　千円）

報　　酬 給　　料 職員手当 計

386人
(2人)

386人
(2人)

0人
(0人)

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分 増 減 額

千円

職員手当 169 給与改定に伴う

増加分

その他の増減分 169

0

0

169

0

28,479

340,081

180,789

0

038,913

期 末 手 当

勤 勉 手 当

時 間 外 勤 務 手 当

0

0

1,560

234,269

1,560

180,620

234,269

補 正 前

32,744

86,577

補 正 後

32,744

管 理 職 手 当

比 較 0

特 殊 勤 務 手 当

46,320

区 分

扶 養 手 当

地 域 手 当

通 勤 手 当

住 居 手 当

区 分 職 員 数

給 与 費

備　　考合　　計共 済 費

2,373,879 502,393

989,732補 正 後

補 正 前 1,384,316

1,384,316

340,081

比 較

28,479

38,913

0

169 169 0 169

86,577

46,320

2,876,272

2,374,048 502,393 2,876,441

989,563

増減事由別内訳 説 明 備 考

- 37 -



1 埼玉県議会議員選挙執行事業 4,940

事 項

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る

額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年

限 度 額
前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額

期 間 金 額

- 38 -

（単位　千円）

平成３１年度 4,940 4,940 0

そ の 他

ものについての前年度末までの支出

度以降の支出予定額等に関する調書

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源期 間 金 額 国県支出金 地 方 債

- 39 -



当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当該年度中元金
償 還 見 込 額

普 通 債 6,764,693 11,024,915 1,213,400 967,039 11,271,276

① 総 務 38,950 1,887,728 0 93,762 1,793,966

② 民 生 87,195 159,077 87,400 12,412 234,065

③ 衛 生 360 19,980 16,000 180 35,800

④ 農 林 水 産 65,578 126,474 28,300 7,648 147,126

⑤ 土 木 1,718,492 1,778,540 420,300 242,038 1,956,802

⑥ 消 防 464,237 415,951 104,000 48,933 471,018

⑦ 教 育 4,389,881 6,637,165 557,400 562,066 6,632,499

そ の 他 9,482,773 9,573,589 979,847 879,434 9,674,002

①
減 税
補 て ん 債

350,111 279,265 0 71,579 207,686

②
臨 時 税 収
補 て ん 債

15,652 0 0 0 0

③
臨 時 財 政
対 策 債

9,117,010 9,294,324 979,847 807,855 9,466,316

16,247,466 20,598,504 2,193,247 1,846,473 20,945,278合　　　　　計

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

（単位　千円）

区 分
前 々 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末

現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込
当 該 年 度 末

現在高見込額

1.

２．
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