
歳　入

- 11 - - 12 -

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金　額
説　　　　　　　　　　　　　明

  9 国有提供施設等所在市町村助成交付金等 7,300 19,155 26,455

  1 国有提供施設等所在市町村助成交付金等 7,300 19,155 26,455

  1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 7,000 19,020 26,020   1交付金 19,020 0102200 国有提供施設等所在市町村助成交付金 19,020

  2 施設等所在市町村調整交付金 300 135 435   1交付金 135 0102300 施設等所在市町村調整交付金 135

 15 国庫支出金 2,770,521 78,898 2,849,419

  1 国庫負担金 2,453,209 84,370 2,537,579

  1 民生費国庫負担金 2,453,209 84,370 2,537,579   1社会福祉費負担金 15,000 0108050 障害者自立支援給付費負担金 15,000

  9生活保護費負担金 69,370 0108800 生活保護費負担金 69,370

  2 国庫補助金 290,300 △5,472 284,828

  1 民生費国庫補助金 84,611 1,490 86,101   1社会福祉費補助金 1,490 0109160 地域生活支援事業補助金 1,490

  4 教育費国庫補助金 56,034 △6,962 49,072   1小学校費補助金 △6,962 0110599 安全・安心な学校づくり交付金（広沢小 △6,962

学校体育館耐震補強工事分）
 16 県支出金 992,090 50,152 1,042,242

  1 県負担金 394,847 32,216 427,063

  2 民生費県負担金 387,451 32,216 419,667   1社会福祉費負担金 7,500 0111440 障害者自立支援給付費負担金 7,500

  2保険基盤安定負担金 1,186 0112400 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 1,186

　
  8生活保護費負担金 23,530 0112200 生活保護費負担金 23,530

  2 県補助金 387,211 17,936 405,147

  2 民生費県補助金 228,255 871 229,126   1社会福祉費補助金 871 0113920 地域生活支援事業補助金 745

0114590 埼玉県障害者生活支援事業補助金 53

0114670 特別対策事業補助金 73

  3 衛生費県補助金 42,324 17,065 59,389   1保健衛生費補助金 17,065 0115840 新型インフルエンザワクチン接種助成費 17,065

臨時補助金
 19 繰入金 672,358 171,525 843,883

  1 基金繰入金 655,520 171,525 827,045

  1 財政調整基金繰入金 85,520 26,725 112,245   1財政調整基金繰入金 26,725 0121200 財政調整基金繰入金 26,725

  5 都市基盤整備基金繰入金 200,000 144,800 344,800   1都市基盤整備基金繰入 144,800 0121370 都市基盤整備基金繰入金 144,800

金
 21 諸収入 222,079 7,559 229,638

  3 受託事業収入 20,051 2,559 22,610

  1 民生費受託事業収入 20,051 2,559 22,610   2後期高齢者医療委託事 2,559 0126750 後期高齢者医療委託事業収入 2,559

業収入
  4 雑入 164,959 5,000 169,959

  6 雑入 141,794 5,000 146,794   4雑入 5,000 0000020 雑入(社会福祉課) 5,000

 22 市債 1,261,479 10,600 1,272,079

  1 市債 1,261,479 10,600 1,272,079

  1 土木債 177,300 14,600 191,900   2地方道路等整備事業債 14,600 0128200 市道475号線道路改修事業債 △4,500

0128300 諏訪越四ツ木線跨線橋橋台事業債 19,100

  2 教育債 47,000 △4,000 43,000   1学校教育施設等整備事 △4,000 0128700 広沢小学校体育館耐震補強事業債 △4,000

業債



歳　出

－  13 － －  14 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  1 議会費 199,811 5,198 205,009 5,198

  1 議会費 199,811 5,198 205,009 5,198

  1 議会費 199,811 5,198 205,009 5,198

議会事務局
02 給料 2,811 1001000　職員人件費 5,113

　( 一財 5,113)

　給料 2,811

03 職員手当等 996 　　一般職給 2,811

　　　7人

　職員手当等 996

04 共済費 1,306 　　扶養手当 △515

　　管理職手当 △180

　　地域手当 254

13 委託料 1,165 　　住居手当 317

　　一般職期末手当・勤勉手当 1,120

　共済費 1,306

19 負担金・補助及び交付 △1,080 　　共済組合負担金 1,306

金

1002002　市議会会議録作成 1,165

　( 一財 1,165)

　委託料 1,165

　　業務委託料 1,165

　　　会議録作成印刷製本委託料(本会議)　 △279

　　　会議録作成印刷製本委託料(委員会)　 1,444

1003100　政務調査費 △1,080

　( 一財 -1,080)

　負担金・補助及び交付金 △1,080

　　補助金 △1,080

　　　政務調査費 △1,080

  2 総務費 2,985,039 61,415 3,046,454 61,415

  1 総務管理費 1,930,533 13,949 1,944,482 13,949

  1 一般管理費 1,127,084 15,710 1,142,794 15,710

秘書課
01 報酬 △2,400 1004001　職員人件費 5,236

　( 一財 5,236)

　給料 3,008

02 給料 △4,371 　　一般職給 3,008

　　　3人

　職員手当等 2,228

03 職員手当等 △1,058 　　扶養手当 108

　　管理職手当 120

　　地域手当 408

04 共済費 4,143 　　住居手当 36

　　通勤手当 48



歳　出

－  15 － －  16 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  2 総務費

  1   1 一般管理費 　　一般職期末手当・勤勉手当 1,508

07 賃金 13,548 政策課

1004002　職員人件費 △413

　( 一財 -413)
09 旅費 △193 　給料 △595

　　一般職給 △595

　　　11人
19 負担金・補助及び交付 6,041 　職員手当等 182

金 　　扶養手当 △165

　　管理職手当 660

　　地域手当 △12

　　住居手当 △195

　　通勤手当 △62

　　一般職期末手当・勤勉手当 △44

市政情報課

1004009　職員人件費 △2,489

　( 一財 -2,489)

　給料 △1,541

　　一般職給 △1,541

　　　6人

　職員手当等 △948

　　扶養手当 144

　　管理職手当 △120

　　地域手当 △157

　　住居手当 △207

　　一般職期末手当・勤勉手当 △608

人権文化課

1004013　職員人件費 △567

　( 一財 -567)

　給料 △771

　　一般職給 △771

　　　6人

　職員手当等 204

　　扶養手当 60

　　管理職手当 180

　　地域手当 △64

　　住居手当 235

　　一般職期末手当・勤勉手当 △207

検査室

1004014　職員人件費 28

　( 一財 28)



歳　出

－  17 － －  18 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  2 総務費

  1   1 一般管理費 　給料 △113

　　一般職給 △113

　　　2人

　職員手当等 141

　　扶養手当 138

　　地域手当 3

市民相談室

1004015　職員人件費 232

　( 一財 232)

　給料 239

　　一般職給 239

　　　2人

　職員手当等 △7

　　扶養手当 △78

　　地域手当 19

　　一般職期末手当・勤勉手当 52

財政課

1004003　職員人件費 675

　( 一財 675)

　給料 104

　　一般職給 104

　　　8人

　職員手当等 571

　　扶養手当 318

　　管理職手当 120

　　地域手当 101

　　通勤手当 △57

　　一般職期末手当・勤勉手当 89

総務課

1004005　職員人件費 △1,068

　( 一財 -1,068)

　給料 △760

　　一般職給 △760

　　　7人

　職員手当等 △308

　　扶養手当 276

　　地域手当 △58

　　住居手当 △10

　　通勤手当 △107

　　一般職期末手当・勤勉手当 △409



歳　出

－  19 － －  20 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  2 総務費

  1   1 一般管理費 職員課

1004008　職員人件費 18,012

　( 一財 18,012)

　給料 △3,160

　　一般職給 △3,160

　　　9人

　職員手当等 △2,913

　　扶養手当 △571

　　地域手当 △665

　　住居手当 △414

　　通勤手当 △174

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,089

　共済費 4,496

　　共済組合負担金 4,032

　　非常勤職員等共済費負担金 464

　賃金 13,548

　　臨時職員賃金 13,548

　負担金・補助及び交付金 6,041

　　退職手当負担金 6,041

　　　退職手当負担金 6,041

1004010　民間人材の活用 △2,946

　( 一財 -2,946)

　報酬 △2,400

　　委員報酬 △2,400

　　　防災・防犯アドバイザー報酬 △2,400

　共済費 △353

　　非常勤職員等共済費負担金 △353

　旅費 △193

　　非常勤特別職通勤費 △193

くらし安全課

1004012　職員人件費 852

　( 一財 852)

　給料 330

　　一般職給 330

　　　6人

　職員手当等 522

　　扶養手当 42

　　管理職手当 180

　　地域手当 66

　　通勤手当 57

　　一般職期末手当・勤勉手当 177



歳　出

－  21 － －  22 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  2 総務費

  1   1 一般管理費 会計課

1004004　職員人件費 △4,264

　( 一財 -4,264)

　給料 △2,421

　　一般職給 △2,421

　　　7人

　職員手当等 △1,843

　　扶養手当 108

　　管理職手当 △360

　　地域手当 △321

　　住居手当 83

　　通勤手当 △50

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,303

公平委員会

1004007　職員人件費 2,422

　( 一財 2,422)

　給料 1,309

　　一般職給 1,309

　　　1人

　職員手当等 1,113

　　地域手当 154

　　通勤手当 △30

　　一般職期末手当・勤勉手当 989

  9 市民相談費 12,508 △1,761 10,747 △1,761

市民相談室
01 報酬 △1,761 1020601　市民相談 △1,761

　( 一財 -1,761)

　報酬 △1,761

　　委員報酬 △1,761

　　　市民相談員報酬 △1,761

  2 徴税費 386,472 13,096 399,568 13,096

  1 税務総務費 212,533 6,096 218,629 6,096

課税課
02 給料 886 1028000　職員人件費 4,542

　( 一財 4,542)

　給料 400

03 職員手当等 3,006 　　一般職給 400

　　　20人

　職員手当等 1,938

04 共済費 2,204 　　扶養手当 510

　　管理職手当 360

　　地域手当 153

　　住居手当 522



歳　出

－  23 － －  24 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  2 総務費

  2   1 税務総務費 　　通勤手当 326

　　一般職期末手当・勤勉手当 67

　共済費 2,204

　　共済組合負担金 2,204

収納課

1028001　職員人件費 1,554

　( 一財 1,554)

　給料 486

　　一般職給 486

　　　13人

　職員手当等 1,068

　　扶養手当 60

　　管理職手当 180

　　地域手当 87

　　住居手当 537

　　通勤手当 120

　　一般職期末手当・勤勉手当 84

  3 収納費 120,257 7,000 127,257 7,000

収納課
23 償還金・利子及び割引 7,000 1034001　収納業務 7,000

料 　( 一財 7,000)

　償還金・利子及び割引料 7,000

　　過誤納還付金 7,000

  3 戸籍住民基本台帳費 220,110 12,612 232,722 12,612

  1 戸籍住民基本台帳費 212,336 12,612 224,948 12,612

戸籍住民課
02 給料 6,894 1035000　職員人件費 12,612

　( 一財 12,612)

　給料 6,894

03 職員手当等 2,101 　　一般職給 6,894

　　　21人

　職員手当等 2,101

04 共済費 3,617 　　扶養手当 △432

　　管理職手当 120

　　地域手当 790

　　住居手当 △212

　　通勤手当 11

　　一般職期末手当・勤勉手当 1,824

　共済費 3,617

　　共済組合負担金 3,617

  4 選挙費 56,308 △4,615 51,693 △4,615

  1 選挙管理委員会費 16,691 102 16,793 102

選挙管理委員会事務局



歳　出

－  25 － －  26 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  2 総務費

  4   1 選挙管理委員会費 1039000　職員人件費 102

04 共済費 102 　( 一財 102)

　共済費 102

　　共済組合負担金 102

  3 参議院議員通常選挙費 29,833 △4,717 25,116 △4,717

選挙管理委員会事務局
01 報酬 △294 1042501　参議院議員通常選挙 △4,717

　( 一財 -4,717)

　報酬 △294

03 職員手当等 △1,694 　　委員報酬 △294

　　　投票管理者等報酬 △294

　職員手当等 △1,694

08 報償費 △62 　　管理職員特別勤務手当 △48

　　超過勤務手当 △1,646

　報償費 △62

09 旅費 △4 　　謝礼 △62

　旅費 △4

　　職員旅費 △3

11 需用費 △656 　　委員旅費 △1

　需用費 △656

　　消耗品費 △354

12 役務費 △54 　　食糧費 △22

　　印刷製本費 △183

　　修繕料 △97

13 委託料 △1,571 　役務費 △54

　　通信運搬費 △54

　委託料 △1,571

14 使用料及び賃借料 △382 　　業務委託料 △1,571

　　　選挙公報等印刷折込業務委託料 △243

　　　投開票事務委託料 △800

　　　期日前投票事務委託料 △370

　　　ポスター掲示場図作成業務委託料 △158

　使用料及び賃借料 △382

　　車借上料 △322

　　物品等借上料 △60

  5 統計調査費 42,253 66 42,319 66

  1 統計調査総務費 5,917 66 5,983 66

市政情報課
04 共済費 66 1046000　職員人件費 66

　( 一財 66)

　共済費 66

　　共済組合負担金 66

  6 監査委員費 22,280 7,036 29,316 7,036

  1 監査委員費 22,280 7,036 29,316 7,036



歳　出

－  27 － －  28 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  2 総務費

  6   1 監査委員費 監査委員事務局
02 給料 3,496 1051000　職員人件費 7,036

　( 一財 7,036)

　給料 3,496

03 職員手当等 2,179 　　一般職給 3,496

　　　3人

　職員手当等 2,179

04 共済費 1,361 　　地域手当 420

　　住居手当 84

　　通勤手当 △110

　　一般職期末手当・勤勉手当 1,785

　共済費 1,361

　　共済組合負担金 1,361

  7 生活環境費 143,527 19,644 163,171 19,644

  1 環境対策総務費 92,579 19,644 112,223 19,644

環境課
02 給料 9,844 1054000　職員人件費 7,344

　( 一財 7,344)

　給料 2,872

03 職員手当等 5,897 　　一般職給 2,872

　　　8人

　職員手当等 569

04 共済費 3,903 　　扶養手当 △411

　　地域手当 295

　　住居手当 △231

　　通勤手当 △324

　　一般職期末手当・勤勉手当 1,240

　共済費 3,903

　　共済組合負担金 3,903

資源リサイクル課

1054001　職員人件費 12,300

　( 一財 12,300)

　給料 6,972

　　一般職給 6,972

　　　6人

　職員手当等 5,328

　　扶養手当 165

　　管理職手当 255

　　地域手当 951

　　住居手当 165

　　通勤手当 195

　　一般職期末手当・勤勉手当 3,597



歳　出

－  29 － －  30 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  2 総務費

  8 自治振興費 183,556 △373 183,183 △373

  1 自治振興総務費 84,863 △373 84,490 △373

市民活動推進課
02 給料 159 1065000　職員人件費 627

　( 一財 627)

　給料 159

03 職員手当等 △42 　　一般職給 159

　　　6人

　職員手当等 △42

04 共済費 510 　　扶養手当 36

　　地域手当 23

　　住居手当 △159

19 負担金・補助及び交付 △1,000 　　通勤手当 31

金 　　一般職期末手当・勤勉手当 27

　共済費 510

　　共済組合負担金 510

1067001　協働推進 △1,000

　( 一財 -1,000)

　負担金・補助及び交付金 △1,000

　　補助金 △1,000

　　　市民活動支援事業補助金 △1,000

  3 民生費 8,757,335 144,864 8,902,199 118,947 7,559 18,358

  1 社会福祉費 3,381,033 47,379 3,428,412 26,047 2,559 18,773

  1 社会福祉総務費 224,562 799 225,361 799

社会福祉課
02 給料 △241 1079000　職員人件費 799

　( 一財 799)

　給料 △241

03 職員手当等 129 　　一般職給 △241

　　　19人

　職員手当等 129

04 共済費 911 　　扶養手当 △129

　　管理職手当 360

　　地域手当 △1

　　住居手当 504

　　一般職期末手当・勤勉手当 △605

　共済費 911

　　共済組合負担金 911

  2 障害者福祉費 766,050 40,539 806,589 24,861 15,678

社会福祉課
13 委託料 2,981 1084001　在宅障害者支援 37,238

　( 国県 24,788 一財 12,450)

　委託料 2,981



歳　出

－  31 － －  32 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  3 民生費

  1   2 障害者福祉費 　　業務委託料 2,981

19 負担金・補助及び交付 98 　　　移動支援事業委託料 2,981

金 　扶助費 34,211

　　在宅重度心身障害者手当 3,000

20 扶助費 34,211 　　燃料費補助 1,211

　　介護給付費・訓練等給付費等 30,000

　償還金・利子及び割引料 46

23 償還金・利子及び割引 3,249 　　返還金 46

料

1084023　障害者施設支援 98

　( 国県 73 一財 25)

　負担金・補助及び交付金 98

　　補助金 98

　　　新事業移行促進事業補助金 88

　　　事務処理安定化事業補助金 10

1085002　障害者医療支援 3,203

　( 一財 3,203)

　償還金・利子及び割引料 3,203

　　返還金 3,203

  3 老人福祉総務費 128,411 △691 127,720 △691

長寿あんしん課
02 給料 △1,303 1087900　職員人件費 △691

　( 一財 -691)

　給料 △1,303

03 職員手当等 △381 　　一般職給 △1,303

　　　16人

　職員手当等 △381

04 共済費 993 　　扶養手当 △6

　　管理職手当 360

　　地域手当 △113

　　通勤手当 △98

　　一般職期末手当・勤勉手当 △509

　　特殊勤務手当(職員課分) △15

　共済費 993

　　共済組合負担金 993

  4 老人福祉措置費 106,536 △925 105,611 △925

長寿あんしん課
13 委託料 △3,000 1093010　在宅介護支援 2,075

　( 一財 2,075)

　負担金・補助及び交付金 △6,000

19 負担金・補助及び交付 △6,000 　　補助金 △6,000

金 　　　高齢者居宅改善整備費補助金 △6,000

　扶助費 8,075



歳　出

－  33 － －  34 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  3 民生費

  1   4 老人福祉措置費 　　介護扶助 8,075

20 扶助費 8,075

1094001　老人ホーム入所措置 △3,000

　( 一財 -3,000)

　委託料 △3,000

　　施設入所等委託料 △3,000

　　　養護老人ホーム入所措置委託料 △3,000

  8 総合福祉会館費 214,739 1,267 216,006 1,267

社会福祉課
13 委託料 1,267 1101005　総合福祉会館管理運営 1,267

　( 一財 1,267)

　委託料 1,267

　　施設維持管理委託料 1,267

　　　地域活動支援センター指定管理料 1,267

 10 介護保険事業費 468,206 △51 468,155 △51

長寿あんしん課
28 繰出金 △51 1108801　介護保険特別会計繰出金 △51

　( 一財 -51)

　繰出金 △51

　　繰出金 △51

　　　介護保険特別会計繰出金 △51

 11 国民健康保険事業費 1,081,778 △6,428 1,075,350 △6,428

健康支援課
02 給料 △3,721 1105000　職員人件費 △6,428

　( 一財 -6,428)

　給料 △3,721

03 職員手当等 △3,027 　　一般職給 △3,721

　　　11人

　職員手当等 △3,027

04 共済費 320 　　扶養手当 △156

　　地域手当 △466

　　住居手当 △24

　　通勤手当 △620

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,761

　共済費 320

　　共済組合負担金 320

 12 後期高齢者医療費 344,285 12,869 357,154 1,186 2,559 9,124

長寿あんしん課
13 委託料 4,235 1108100　後期高齢者医療 11,288

　( その他 2,559 一財 8,729)

　委託料 4,235

19 負担金・補助及び交付 7,053 　　業務委託料 4,235

金 　　　健診業務等委託料 4,235

　負担金・補助及び交付金 7,053



歳　出

－  35 － －  36 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  3 民生費

  1  12 後期高齢者医療費 　　負担金及び会費 7,053

28 繰出金 1,581 　　　療養費負担金 7,053

1108200　後期高齢者医療特別会計繰出金 1,581

　( 国県 1,186 一財 395)

　繰出金 1,581

　　繰出金 1,581

　　　後期高齢者医療特別会計繰出金 1,581

  2 児童福祉費 4,113,504 △5,021 4,108,483 △5,021

  1 児童総務費 251,036 2,956 253,992 2,956

こども福祉課
02 給料 1,158 1109000　職員人件費 2,956

　( 一財 2,956)

　給料 1,158

03 職員手当等 802 　　一般職給 1,158

　　　12人

　職員手当等 802

04 共済費 996 　　扶養手当 △264

　　管理職手当 120

　　地域手当 122

　　住居手当 159

　　通勤手当 253

　　一般職期末手当・勤勉手当 412

　共済費 996

　　共済組合負担金 996

  3 保育園費 1,995,352 △7,977 1,987,375 △7,977

しらこ保育園
02 給料 △5,048 1113004　職員人件費 △4,693

　( 一財 -4,693)

　給料 △2,354

03 職員手当等 △3,999 　　一般職給 △2,354

　　　13人

　職員手当等 △2,339

04 共済費 1,070 　　扶養手当 △156

　　地域手当 △302

　　住居手当 △176

　　通勤手当 90

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,747

　　特殊勤務手当(職員課分) △48

みなみ保育園

1113005　職員人件費 △3,284

　( 一財 -3,284)

　給料 △2,694



歳　出

－  37 － －  38 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  3 民生費

  2   3 保育園費 　　一般職給 △2,694

　　　26人

　職員手当等 △1,660

　　扶養手当 268

　　地域手当 △291

　　住居手当 △478

　　通勤手当 △103

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,003

　　特殊勤務手当(職員課分) △53

　共済費 1,070

　　共済組合負担金 1,070

  3 生活保護費 1,237,234 103,478 1,340,712 92,900 5,000 5,578

  1 生活保護総務費 35,598 5,456 41,054 5,456

社会福祉課
04 共済費 75 1130001　生活保護業務 5,456

　( 一財 5,456)

　共済費 75

09 旅費 44 　　非常勤職員等共済費負担金 75

　旅費 44

　　非常勤特別職通勤費 44

23 償還金・利子及び割引 5,337 　償還金・利子及び割引料 5,337

料 　　返還金 5,337

  2 扶助費 1,201,636 98,022 1,299,658 92,900 5,000 122

社会福祉課
20 扶助費 97,494 1131001　生活保護 98,022

　( 国県 92,900 その他 5,000 一財 122)

　扶助費 97,494

23 償還金・利子及び割引 528 　　生活扶助 58,236

料 　　住宅扶助 2,062

　　医療扶助 32,360

　　介護扶助 4,836

　償還金・利子及び割引料 528

　　返還金 528

  4 国民年金事務取扱費 24,964 △972 23,992 △972

  1 国民年金事務取扱費 24,964 △972 23,992 △972

健康支援課
02 給料 △675 1132000　職員人件費 △972

　( 一財 -972)

　給料 △675

03 職員手当等 △236 　　一般職給 △675

　　　3人

　職員手当等 △236

04 共済費 △61 　　地域手当 △81

　　住居手当 288



歳　出

－  39 － －  40 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  3 民生費

  4   1 国民年金事務取扱費 　　一般職期末手当・勤勉手当 △443

　共済費 △61

　　共済組合負担金 △61

  4 衛生費 1,383,392 35,956 1,419,348 17,065 18,891

  1 保健衛生費 499,350 40,810 540,160 17,065 23,745

  1 保健衛生総務費 357,944 2,731 360,675 2,731

健康支援課
02 給料 1,095 1135000　職員人件費 2,731

　( 一財 2,731)

　給料 1,095

03 職員手当等 786 　　一般職給 1,095

　　　9人

　職員手当等 786

04 共済費 850 　　扶養手当 220

　　地域手当 166

　　住居手当 319

　　一般職期末手当・勤勉手当 81

　共済費 850

　　共済組合負担金 850

  2 予防費 141,406 38,079 179,485 17,065 21,014

健康支援課
11 需用費 42 1141001　予防接種 38,079

　( 国県 17,065 一財 21,014)

　需用費 42

13 委託料 38,037 　　印刷製本費 42

　委託料 38,037

　　医療業務委託料 38,037

　　　予防接種委託料(個別) 38,037

  2 清掃費 884,042 △4,854 879,188 △4,854

  1 清掃総務費 38,133 186 38,319 186

清掃センター
04 共済費 186 1143000　職員人件費 186

　( 一財 186)

　共済費 186

　　共済組合負担金 186

  2 ごみ処理費 814,961 △5,040 809,921 △5,040

資源リサイクル課
13 委託料 △5,040 1147003　廃棄物処理・資源化 △5,040

　( 一財 -5,040)

　委託料 △5,040

　　業務委託料 △5,040

　　　プラスチック類中間処理業務委託料 △5,040



歳　出

－  41 － －  42 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  6 農林水産業費 48,220 △2,566 45,654 △2,566

  1 農業費 48,220 △2,566 45,654 △2,566

  2 農業総務費 28,595 △3,766 24,829 △3,766

産業支援課
02 給料 △1,947 1159000　職員人件費 △3,766

　( 一財 -3,766)

　給料 △1,947

03 職員手当等 △1,392 　　一般職給 △1,947

　　　4人

　職員手当等 △1,392

04 共済費 △427 　　扶養手当 130

　　管理職手当 △180

　　地域手当 △234

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,108

　共済費 △427

　　共済組合負担金 △427

  3 農業振興費 12,427 1,200 13,627 1,200

産業支援課
15 工事請負費 1,200 1162002　市民農園施設整備 1,200

　( 一財 1,200)

　工事請負費 1,200

　　単独事業費 1,200

　　　市民農園拡張整備工事 1,200

  7 商工費 91,985 △1,894 90,091 △1,894

  1 商工費 91,985 △1,894 90,091 △1,894

  1 商工総務費 62,100 △1,894 60,206 △1,894

市民活動推進課
02 給料 △1,420 1164003　職員人件費 △1,894

　( 一財 -1,894)

　給料 △1,420

03 職員手当等 △474 　　一般職給 △1,420

　　　2人

　職員手当等 △474

　　地域手当 △151

　　住居手当 48

　　一般職期末手当・勤勉手当 △371

  8 土木費 2,814,989 90,515 2,905,504 14,600 144,800 △68,885

  1 道路橋りょう費 844,929 △36,050 808,879 △4,500 △31,550

  1 道路橋りょう総務費 304,430 △36,050 268,380 △36,050

道路安全課
02 給料 △18,601 1167001　職員人件費 △23,734

　( 一財 -23,734)

　給料 △11,390

03 職員手当等 △13,424 　　一般職給 △11,390

　　　18人



歳　出

－  43 － －  44 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  8 土木費

  1   1 道路橋りょう総務費 　職員手当等 △8,319

04 共済費 △4,025 　　扶養手当 △522

　　管理職手当 △660

　　地域手当 △1,509

　　通勤手当 △154

　　一般職期末手当・勤勉手当 △5,474

　共済費 △4,025

　　共済組合負担金 △4,025

建築課

1167002　職員人件費 △12,316

　( 一財 -12,316)

　給料 △7,211

　　一般職給 △7,211

　　　9人

　職員手当等 △5,105

　　扶養手当 △492

　　管理職手当 △180

　　地域手当 △946

　　通勤手当 25

　　一般職期末手当・勤勉手当 △3,512

  2 道路維持費 317,999 317,999 △4,500 4,500

道路安全課

1173001　道路補修

　( 地方債 -4,500 一財 4,500)

　
  3 都市計画費 1,961,252 126,565 2,087,817 19,100 144,800 △37,335

  1 都市計画総務費 275,952 △18,235 257,717 △18,235

都市整備課
02 給料 △9,470 1176000　職員人件費 △15,421

　( 一財 -15,421)

　給料 △8,241

03 職員手当等 △7,404 　　一般職給 △8,241

　　　15人

　職員手当等 △5,819

04 共済費 △1,361 　　扶養手当 △344

　　管理職手当 △720

　　地域手当 △1,116

　　住居手当 257

　　通勤手当 △118

　　一般職期末手当・勤勉手当 △3,778

　共済費 △1,361

　　共済組合負担金 △1,361



歳　出

－  45 － －  46 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  8 土木費

  3   1 都市計画総務費 駅北口土地区画整理事業事務所

1176001　職員人件費 △2,814

　( 一財 -2,814)

　給料 △1,229

　　一般職給 △1,229

　　　5人

　職員手当等 △1,585

　　管理職手当 △330

　　地域手当 △188

　　通勤手当 △151

　　一般職期末手当・勤勉手当 △916

  2 土地区画整理費 517,076 144,800 661,876 144,800

都市整備課
19 負担金・補助及び交付 144,800 1179003　中央第二谷中土地区画整理組合活動支援 144,800

金 　( その他 144,800)

　負担金・補助及び交付金 144,800

　　補助金 144,800

　　　和光市組合等まちづくり整備事業補助金 144,800

  5 街路事業費 223,162 223,162 19,100 △19,100

都市整備課

1183001　都市計画街路整備

　( 地方債 19,100 一財 -19,100)

　
 10 教育費 2,704,292 4,401 2,708,693 △6,962 △4,000 15,363

  1 教育総務費 492,500 18,891 511,391 18,891

  2 事務局費 368,199 18,891 387,090 18,891

教育総務課
02 給料 7,785 1194000　職員人件費 15,021

　( 一財 15,021)

　給料 5,791

03 職員手当等 7,334 　　一般職給 5,791

　　　8人

　職員手当等 5,458

04 共済費 3,772 　　扶養手当 299

　　管理職手当 841

　　地域手当 885

　　住居手当 36

　　通勤手当 31

　　一般職期末手当・勤勉手当 3,366

　共済費 3,772

　　共済組合負担金 3,772

学校教育課

1194001　職員人件費 3,870



歳　出

－  47 － －  48 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

 10 教育費

  1   2 事務局費 　( 一財 3,870)

　給料 1,994

　　一般職給 1,994

　　　10人

　職員手当等 1,876

　　扶養手当 262

　　管理職手当 180

　　地域手当 292

　　住居手当 48

　　通勤手当 98

　　一般職期末手当・勤勉手当 996

  2 小学校費 569,052 △13,487 555,565 △6,962 △4,000 △2,525

  1 学校管理費 358,484 △13,487 344,997 △6,962 △4,000 △2,525

教育総務課
13 委託料 △3,487 1202003　小学校施設整備 △1,964

　( 一財 -1,964)

　委託料 △1,964

15 工事請負費 △10,000 　　設計・監理等委託料 △1,964

　　　白子小学校普通教室棟アスベスト撤去工事設計業務委託料 △1,964

1203001　小学校防災施設整備 △11,523

　( 国県 -6,962 地方債 -4,000 一財 -561)

　委託料 △1,523

　　設計・監理等委託料 △1,523

　　　広沢小学校体育館耐震補強工事監理業務委託料 △1,523

　工事請負費 △10,000

　　補助事業費 △10,000

　　　広沢小学校体育館耐震補強工事 △10,000

  3 中学校費 190,696 △5,040 185,656 △5,040

  1 学校管理費 102,024 △5,040 96,984 △5,040

教育総務課
13 委託料 △5,040 1209001　中学校防災施設整備 △5,040

　( 一財 -5,040)

　委託料 △5,040

　　設計・監理等委託料 △5,040

　　　大和中学校体育館工事設計業務委託料 △5,040

  5 社会教育費 740,520 △1,915 738,605 △1,915

  1 社会教育総務費 293,282 △1,915 291,367 △1,915

生涯学習課
02 給料 △1,887 1214001　職員人件費 △3,646

　( 一財 -3,646)

　給料 △2,104

03 職員手当等 △1,309 　　一般職給 △2,104

　　　8人



歳　出

－  49 － －  50 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

 10 教育費

  5   1 社会教育総務費 　職員手当等 △2,823

04 共済費 1,281 　　扶養手当 △198

　　管理職手当 △300

　　地域手当 △312

　　住居手当 △305

　　通勤手当 △601

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,107

　共済費 1,281

　　共済組合負担金 1,281

中央公民館

1214002　職員人件費 3,267

　( 一財 3,267)

　給料 2,610

　　一般職給 2,610

　　　4人

　職員手当等 657

　　管理職手当 △180

　　地域手当 292

　　住居手当 △103

　　一般職期末手当・勤勉手当 648

坂下公民館

1214003　職員人件費 45

　( 一財 45)

　給料 △492

　　一般職給 △492

　　　3人　

　職員手当等 537

　　扶養手当 126

　　住居手当 111

　　一般職期末手当・勤勉手当 300

南公民館

1214004　職員人件費 △2

　( 一財 -2)

　給料 △158

　　一般職給 △158

　　　3人

　職員手当等 156

　　扶養手当 △9

　　地域手当 △20

　　住居手当 42

　　通勤手当 62



歳　出

－  51 － －  52 －

（単位：千円）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

節

区　　分 金　額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

 10 教育費

  5   1 社会教育総務費 　　一般職期末手当・勤勉手当 81

図書館

1214005　職員人件費 △1,579

　( 一財 -1,579)

　給料 △1,743

　　一般職給 △1,743

　　　7人

　職員手当等 164

　　扶養手当 33

　　管理職手当 255

　　地域手当 △126

　　通勤手当 △108

　　一般職期末手当・勤勉手当 110

  6 保健体育費 513,211 5,952 519,163 5,952

  1 保健体育総務費 39,446 5,868 45,314 5,868

スポーツ青少年課
02 給料 2,702 1233000　職員人件費 5,868

　( 一財 5,868)

　給料 2,702

03 職員手当等 2,081 　　一般職給 2,702

　　　5人

　職員手当等 2,081

04 共済費 1,085 　　扶養手当 156

　　地域手当 343

　　住居手当 285

　　通勤手当 △52

　　一般職期末手当・勤勉手当 1,349

　共済費 1,085

　　共済組合負担金 1,085

  3 学校給食費 353,232 84 353,316 84

学校教育課
04 共済費 84 1237000　職員人件費 84

　( 一財 84)

　共済費 84

　　共済組合負担金 84


