
歳　入
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（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 7,300 905 8,205

  1 国有提供施設等所在市町村助成交付金等 7,300 905 8,205

  1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 7,000 801 7,801   1交付金 801 0102200 国有提供施設等所在市町村助成交付金 801

  2 施設等所在市町村調整交付金 300 104 404   1交付金 104 0102300 施設等所在市町村調整交付金 104

 10 地方特例交付金 158,000 7,046 165,046

  1 児童手当特例交付金 29,000 2,636 31,636

  1 児童手当特例交付金 29,000 2,636 31,636   1児童手当特例交付金 2,636 0102400 児童手当特例交付金 2,636

  2 減収補てん特例交付金 67,000 △2,214 64,786

  1 減収補てん特例交付金 67,000 △2,214 64,786   1減収補てん特例交付金 △2,214 0102410 減収補てん特例交付金 △2,214

  3 特別交付金 62,000 6,624 68,624

  1 特別交付金 62,000 6,624 68,624   1特別交付金 6,624 0102450 特別交付金 6,624

 15 国庫支出金 1,848,677 △51,546 1,797,131

  1 国庫負担金 1,344,635 26,428 1,371,063

  1 民生費国庫負担金 1,289,404 26,428 1,315,832   1社会福祉費負担金 25,621 0108050 障害者自立支援給付費負担金 25,621

　介護給付・訓練等給付費

　　　　　　　　　　　 51,241,570円×1／2
  3児童福祉費負担金 807 0108100 保育所運営費負担金 807

  2 国庫補助金 480,537 △77,974 402,563

  1 民生費国庫補助金 161,090 △77,974 83,116   1社会福祉費補助金 16,776 0109270 地域介護・福祉空間整備等交付金 16,776

  2児童福祉費補助金 △94,750 0109671 子育て応援特別手当交付金 △90,000

0109681 子育て応援特別手当事務取扱交付金 △4,750

 16 県支出金 843,452 79,689 923,141

  1 県負担金 367,683 38,839 406,522

  2 民生費県負担金 360,290 38,839 399,129   1社会福祉費負担金 12,810 0111440 障害者自立支援給付費負担金 12,810

　介護給付・訓練等給付費

　　　　　　　　　　　 51,241,570円×1／4
  2保険基盤安定負担金 25,625 0112400 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 25,625

　　　　34,167,027円×3／4
  3児童福祉費負担金 404 0111500 保育所運営費負担金 404

  2 県補助金 291,819 40,850 332,669

  2 民生費県補助金 145,733 6,862 152,595   1社会福祉費補助金 6,862 0113000 重度心身障害者医療費支給事業補助金 4,427

　　　　13,281,145円×1／3

0114575 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 1,098

0114660 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 1,337

  3 衛生費県補助金 31,131 34,088 65,219   1保健衛生費補助金 34,088 0115830 新型インフルエンザワクチン実費負担費 32,688

用軽減事業補助金

0115840 地域づくり提案事業補助金 1,400

  5 教育費県補助金 37,203 △100 37,103   3社会教育費補助金 △100 0116410 市町村人権教育指導研修事業補助金 △100

　　　
 19 繰入金 698,581 644,899 1,343,480

  1 基金繰入金 675,283 644,899 1,320,182

  1 財政調整基金繰入金 651,083 899 651,982   1財政調整基金繰入金 899 0121200 財政調整基金繰入金 899

  2 公共用地取得事業基金繰入金 24,200 94,000 118,200   1公共用地取得事業基金 94,000 0121385 公共用地取得事業基金繰替運用繰入金 94,000

繰入金
  3 都市基盤整備基金繰入金 300,000 300,000   1都市基盤整備基金繰入 300,000 0121370 都市基盤整備基金繰入金 150,000

金 0121375 都市基盤整備基金繰替運用繰入金 150,000



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

 19 繰入金

  1   4 学校教育施設整備基金繰入金 100,000 100,000   1学校教育施設整備基金 100,000 0121305 学校教育施設整備基金繰替運用繰入金 100,000

繰入金
  5 公共施設整備基金繰入金 150,000 150,000   1公共施設整備基金繰入 150,000 0121365 公共施設整備基金繰替運用繰入金 150,000

金
 21 諸収入 212,609 △450 212,159

  4 雑入 156,648 △450 156,198

  6 雑入 133,730 △450 133,280   4雑入 △450 0000034 雑入(学校教育課) △450

　中学生海外派遣参加徴収金　　 △450,000円



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 214,002 △2,703 211,299 △2,703

  1 議会費 214,002 △2,703 211,299 △2,703

  1 議会費 214,002 △2,703 211,299 △2,703

議会事務局
02 給料 △1,676 1001000　職員人件費 △2,703

　( 一財 -2,703)

　給料 △1,676

03 職員手当等 △1,372 　　一般職給 △1,676

　　　7人

　職員手当等 △1,372

04 共済費 345 　　扶養手当 352

　　管理職手当 60

　　地域手当 △116

　　住居手当 △306

　　通勤手当 88

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,450

　共済費 345

　　共済組合負担金 345

  2 総務費 3,485,211 △46,166 3,439,045 △46,166

  1 総務管理費 1,997,004 11 1,997,015 11

  1 一般管理費 1,134,199 10,863 1,145,062 10,863

秘書課
02 給料 △9,309 1004001　職員人件費 △4,928

　( 一財 -4,928)

　給料 △3,243

03 職員手当等 △9,858 　　特別職給 △2,158

　　　1人

　　一般職給 △1,085

04 共済費 7,366 　　　2人

　職員手当等 △1,685

　　扶養手当 △138

07 賃金 18,806 　　地域手当 △123

　　住居手当 △24

　　特別職期末手当 △740

19 負担金・補助及び交付 3,858 　　一般職期末手当・勤勉手当 △660

金

政策課

1004002　職員人件費 4,578

　( 一財 4,578)

　給料 2,847

　　一般職給 2,847

　　　13人

　職員手当等 1,731

　　扶養手当 △138

　　管理職手当 360



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 　　地域手当 307

　　住居手当 601

　　一般職期末手当・勤勉手当 601

市政情報課

1004009　職員人件費 88

　( 一財 88)

　給料 239

　　一般職給 239

　　　6人

　職員手当等 △151

　　地域手当 23

　　一般職期末手当・勤勉手当 △174

人権文化課

1004013　職員人件費 △2,038

　( 一財 -2,038)

　給料 △683

　　一般職給 △683

　　　6人

　職員手当等 △1,355

　　扶養手当 △216

　　地域手当 △90

　　住居手当 △2

　　通勤手当 10

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,057

検査室

1004014　職員人件費 △260

　( 一財 -260)

　給料 △227

　　一般職給 △227

　　　2人

　職員手当等 △33

　　扶養手当 98

　　地域手当 △9

　　住居手当 48

　　通勤手当 24

　　一般職期末手当・勤勉手当 △194

市民相談室

1004015　職員人件費 △348

　( 一財 -348)

　職員手当等 △348



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 　　扶養手当 △138

　　地域手当 △14

　　一般職期末手当・勤勉手当 △196

財政課

1004003　職員人件費 1,715

　( 一財 1,715)

　給料 1,670

　　一般職給 1,670

　　　8人

　職員手当等 45

　　扶養手当 △156

　　地域手当 152

　　住居手当 △118

　　通勤手当 △139

　　一般職期末手当・勤勉手当 306

総務課

1004005　職員人件費 △7,568

　( 一財 -7,568)

　給料 △4,211

　　一般職給 △4,211

　　　7人

　職員手当等 △3,357

　　管理職手当 △180

　　地域手当 △439

　　住居手当 △62

　　通勤手当 △356

　　一般職期末手当・勤勉手当 △2,320

職員課

1004008　職員人件費 24,950

　( 一財 24,950)

　給料 △3,666

　　一般職給 △3,666

　　　10人

　職員手当等 △1,414

　　扶養手当 △117

　　管理職手当 180

　　地域手当 △361

　　住居手当 557

　　通勤手当 14

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,687

　共済費 7,366



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 　　共済組合負担金 6,658

　　非常勤職員等共済費負担金 708

　賃金 18,806

　　臨時職員賃金 18,806

　負担金・補助及び交付金 3,858

　　退職手当負担金 3,858

　　　退職手当負担金 3,858

くらし安全課

1004012　職員人件費 △4,834

　( 一財 -4,834)

　給料 △2,226

　　一般職給 △2,226

　　　6人

　職員手当等 △2,608

　　扶養手当 △18

　　管理職手当 △240

　　地域手当 △249

　　住居手当 △288

　　通勤手当 31

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,811

　　再任用職期末手当・勤勉手当 △33

会計課

1004004　職員人件費 △382

　( 一財 -382)

　給料 191

　　一般職給 191

　　　8人

　職員手当等 △573

　　地域手当 19

　　通勤手当 △6

　　一般職期末手当・勤勉手当 △586

公平委員会

1004007　職員人件費 △110

　( 一財 -110)

　職員手当等 △110

　　一般職期末手当・勤勉手当 △110

  3 広報広聴費 32,630 △527 32,103 △527

市政情報課
11 需用費 △527 1008002　広報活動推進 △527

　( 一財 -527)

　需用費 △527



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   3 広報広聴費 　　印刷製本費 △527

  5 文書費 150,774 △8,925 141,849 △8,925

市政情報課
13 委託料 △8,925 1019003　住民情報電算システム △8,925

　( 一財 -8,925)

　委託料 △8,925

　　業務委託料 △8,925

　　　和光市住民情報電算システム運用保守委託料 △8,925

  8 企画費 43,607 △1,400 42,207 △1,400

政策課
11 需用費 △1,400 1020501　法制業務 △1,400

　( 一財 -1,400)

　需用費 △1,400

　　消耗品費 △1,400

  2 徴税費 761,007 △12,271 748,736 △12,271

  1 税務総務費 222,996 △20,596 202,400 △20,596

課税課
02 給料 △10,058 1028000　職員人件費 △7,566

　( 一財 -7,566)

　給料 △3,796

03 職員手当等 △10,366 　　一般職給 △3,796

　　　19人

　職員手当等 △3,598

04 共済費 △172 　　扶養手当 △156

　　地域手当 △395

　　通勤手当 303

　　一般職期末手当・勤勉手当 △3,350

　共済費 △172

　　共済組合負担金 △172

収納課

1028001　職員人件費 △13,030

　( 一財 -13,030)

　給料 △6,262

　　一般職給 △6,262

　　　11人

　職員手当等 △6,768

　　扶養手当 △606

　　管理職手当 △720

　　地域手当 △759

　　住居手当 21

　　通勤手当 △106

　　一般職期末手当・勤勉手当 △4,598

  2 課税費 50,751 △3,000 47,751 △3,000



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   2 課税費 課税課
14 使用料及び賃借料 △3,000 1033010　地方税電子申告システム △3,000

　( 一財 -3,000)

　使用料及び賃借料 △3,000

　　事務機器等借上料 △3,000

  3 収納費 487,260 11,325 498,585 11,325

収納課
19 負担金・補助及び交付 1,885 1034001　収納業務 11,325

金 　( 一財 11,325)

　負担金・補助及び交付金 1,885

23 償還金・利子及び割引 9,440 　　還付不能金返還金 1,885

料 　　　固定資産税等還付不能金返還金　 1,885

　償還金・利子及び割引料 9,440

　　過誤納還付金 8,790

　　過誤納還付加算金 650

  3 戸籍住民基本台帳費 244,530 △9,318 235,212 △9,318

  1 戸籍住民基本台帳費 236,664 △9,318 227,346 △9,318

戸籍住民課
02 給料 △6,327 1035000　職員人件費 △9,318

　( 一財 -9,318)

　給料 △6,327

03 職員手当等 △4,296 　　一般職給 △6,327

　　　21人

　職員手当等 △4,296

04 共済費 1,305 　　扶養手当 234

　　管理職手当 △180

　　地域手当 △628

　　住居手当 379

　　通勤手当 149

　　一般職期末手当・勤勉手当 △4,250

　共済費 1,305

　　共済組合負担金 1,305

  4 選挙費 78,054 △16,734 61,320 △16,734

  1 選挙管理委員会費 16,002 494 16,496 494

選挙管理委員会事務局
02 給料 239 1039000　職員人件費 494

　( 一財 494)

　給料 239

03 職員手当等 △1 　　一般職給 239

　　　2人

　職員手当等 △1

04 共済費 256 　　地域手当 24

　　一般職期末手当・勤勉手当 △25

　共済費 256



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 　　共済組合負担金 256

  3 和光市長選挙費 29,807 △8,148 21,659 △8,148

選挙管理委員会事務局
01 報酬 △156 1044101　和光市長選挙 △8,148

　( 一財 -8,148)

　報酬 △156

03 職員手当等 △873 　　委員報酬 △156

　　　選挙長等報酬 △156

　職員手当等 △873

07 賃金 △338 　　管理職員特別勤務手当 △16

　　超過勤務手当 △857

　賃金 △338

08 報償費 △90 　　非常勤職員賃金 △338

　報償費 △90

　　謝礼 △90

09 旅費 △4 　旅費 △4

　　職員旅費 △3

　　委員旅費 △1

11 需用費 △1,453 　需用費 △1,453

　　消耗品費 △1,101

　　食糧費 △111

12 役務費 △416 　　印刷製本費 △241

　役務費 △416

　　通信運搬費 △359

13 委託料 △3,197 　　洗濯代 △20

　　手数料 △37

　委託料 △3,197

14 使用料及び賃借料 △1,375 　　業務委託料 △3,197

　　　選挙事務支援システム関連委託料 247

　　　ポスター掲示場設置撤去業務委託料 △940

19 負担金・補助及び交付 △246 　　　選挙公報等印刷折込業務委託料 △628

金 　　　選挙用事務機器保守点検業務委託料 △104

　　　投開票事務委託料 △1,288

　　　期日前投票事務委託料 △191

　　　選挙事務用資材等運送業務委託料 △27

　　　ポスター掲示場図作成業務委託料 △87

　　　分類機開票作業支援委託料 △179

　使用料及び賃借料 △1,375

　　会場借上料 △110

　　事務機器等借上料 △1,197

　　物品等借上料 △68

　負担金・補助及び交付金 △246

　　負担金及び会費 △246

　　　選挙運動用経費負担金 △246



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

  4   4 衆議院議員総選挙及び 31,469 △9,080 22,389 △9,080

最高裁判所裁判官国民 選挙管理委員会事務局
審査費 01 報酬 △307 1042401　衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 △9,080

　( 一財 -9,080)

　報酬 △307

03 職員手当等 △1,498 　　委員報酬 △307

　　　投票管理者等報酬 △307

　職員手当等 △1,498

08 報償費 △90 　　管理職員特別勤務手当 △123

　　超過勤務手当 △1,375

　報償費 △90

09 旅費 △10 　　謝礼 △90

　旅費 △10

　　職員旅費 △9

11 需用費 △1,269 　　委員旅費 △1

　需用費 △1,269

　　消耗品費 △879

12 役務費 △163 　　食糧費 △133

　　印刷製本費 △257

　役務費 △163

13 委託料 △1,508 　　通信運搬費 △143

　　洗濯代 △20

　委託料 △1,508

14 使用料及び賃借料 △1,484 　　業務委託料 △1,508

　　　選挙事務支援システム関連委託料 33

　　　ポスター掲示場設置撤去等業務委託料 △308

18 備品購入費 △2,751 　　　選挙公報等印刷折込業務委託料 △76

　　　選挙用事務機器保守点検業務委託料 △12

　　　投開票事務委託料 △684

　　　期日前投票事務委託料 △97

　　　選挙事務用資材等運送業務委託料 △27

　　　ポスター掲示場図作成業務委託料 △158

　　　分類機開票作業支援委託料 △179

　使用料及び賃借料 △1,484

　　会場借上料 △36

　　事務機器等借上料 △1,397

　　物品等借上料 △51

　備品購入費 △2,751

　　庁用器具代 △2,751

  5 統計調査費 10,194 △412 9,782 △412

  1 統計調査総務費 6,269 △412 5,857 △412

市政情報課
03 職員手当等 △520 1046000　職員人件費 △412

　( 一財 -412)



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

  5   1 統計調査総務費 　職員手当等 △520

04 共済費 108 　　扶養手当 △132

　　地域手当 △13

　　住居手当 △304

　　一般職期末手当・勤勉手当 △71

　共済費 108

　　共済組合負担金 108

  6 監査委員費 28,984 140 29,124 140

  1 監査委員費 28,984 140 29,124 140

監査委員事務局
03 職員手当等 △267 1051000　職員人件費 140

　( 一財 140)

　職員手当等 △267

04 共済費 407 　　一般職期末手当・勤勉手当 △267

　共済費 407

　　共済組合負担金 407

  7 生活環境費 159,682 4,819 164,501 4,819

  1 環境対策総務費 100,145 4,819 104,964 4,819

環境課
02 給料 2,134 1054000　職員人件費 6,113

　( 一財 6,113)

　給料 2,473

03 職員手当等 585 　　一般職給 2,473

　　　8人

　職員手当等 1,540

04 共済費 2,100 　　扶養手当 326

　　地域手当 290

　　通勤手当 182

　　一般職期末手当・勤勉手当 742

　共済費 2,100

　　共済組合負担金 2,100

資源リサイクル課

1054001　職員人件費 △1,294

　( 一財 -1,294)

　給料 △339

　　一般職給 △339

　　　5人

　職員手当等 △955

　　地域手当 △34

　　住居手当 △278

　　通勤手当 208

　　一般職期末手当・勤勉手当 △851



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

  2 総務費

  8 自治振興費 205,756 △12,401 193,355 △12,401

  1 自治振興総務費 92,225 △12,401 79,824 △12,401

スポーツ青少年課
02 給料 △2,527 1065050　職員人件費 △2,388

　( 一財 -2,388)

　給料 △1,123

03 職員手当等 △3,377 　　一般職給 △1,123

　　　2人

　職員手当等 △1,265

04 共済費 49 　　扶養手当 △156

　　管理職手当 △360

　　地域手当 △164

13 委託料 △304 　　通勤手当 35

　　一般職期末手当・勤勉手当 △620

14 使用料及び賃借料 △880 市民活動推進課

1065000　職員人件費 △3,467

　( 一財 -3,467)
19 負担金・補助及び交付 △5,362 　給料 △1,404

金 　　一般職給 △1,404

　　　6人

　職員手当等 △2,112

　　扶養手当 △174

　　地域手当 △158

　　通勤手当 △360

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,420

　共済費 49

　　共済組合負担金 49

1067002　市民まつり △6,546

　( 一財 -6,546)

　委託料 △304

　　業務委託料 △304

　　　市民まつり資源・廃棄物収集処理委託料 △304

　使用料及び賃借料 △880

　　会場借上料 △880

　負担金・補助及び交付金 △5,362

　　補助金 △5,362

　　　和光市民まつり実行委員会補助金 △5,362

  3 民生費 7,060,062 502,652 7,562,714 △5,845 508,497

  1 社会福祉費 2,957,810 581,856 3,539,666 87,694 494,162

  1 社会福祉総務費 225,087 △6,971 218,116 △6,971

社会福祉課
02 給料 △3,559 1079000　職員人件費 △6,971



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   1 社会福祉総務費 　( 一財 -6,971)

　給料 △3,559

03 職員手当等 △4,405 　　一般職給 △3,559

　　　19人

　職員手当等 △4,405

04 共済費 993 　　扶養手当 △161

　　管理職手当 △720

　　地域手当 △444

　　通勤手当 △105

　　一般職期末手当・勤勉手当 △2,899

　　特殊勤務手当(職員課分) △76

　共済費 993

　　共済組合負担金 993

  2 障害者福祉費 702,013 70,217 772,230 44,195 26,022

社会福祉課
13 委託料 348 1084001　在宅障害者支援 51,241

　( 国県 38,431 一財 12,810)

　扶助費 51,241

19 負担金・補助及び交付 1,416 　　介護給付費・訓練等給付費等 51,241

金

1084023　障害者施設支援 1,764

20 扶助費 66,998 　( 国県 1,337 一財 427)

　委託料 348

　　施設入所等委託料 348

23 償還金・利子及び割引 1,455 　　　心身障害者地域デイケア施設（レモンの木・オリーブ）利用委託料 348

料 　負担金・補助及び交付金 1,416

　　補助金 1,416

　　　心身障害者地域デイケア施設（さつき苑）補助金 1,388

　　　生活ホーム事業補助金 28

1085002　障害者医療支援 17,212

　( 国県 4,427 一財 12,785)

　扶助費 15,757

　　医療扶助 15,757

　償還金・利子及び割引料 1,455

　　返還金 1,455

  3 老人福祉総務費 123,981 △1,449 122,532 △1,449

長寿あんしん課
02 給料 △775 1087900　職員人件費 △1,449

　( 一財 -1,449)

　給料 △775

03 職員手当等 △2,119 　　一般職給 △775

　　　16人

　職員手当等 △2,119



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   3 老人福祉総務費 　　扶養手当 △473

04 共済費 1,445 　　地域手当 △125

　　住居手当 582

　　通勤手当 177

　　一般職期末手当・勤勉手当 △2,280

　共済費 1,445

　　共済組合負担金 1,445

  4 老人福祉措置費 131,479 17,874 149,353 17,874

長寿あんしん課
19 負担金・補助及び交付 17,874 1093020　地域密着型サービス拠点等整備 17,874

金 　( 国県 17,874)

　負担金・補助及び交付金 17,874

　　補助金 17,874

　　　地域密着型サービス拠点整備補助金 17,874

  9 老人福祉施設費 164,580 △55,881 108,699 △55,881

長寿あんしん課
15 工事請負費 △55,881 1101003　福祉の里施設整備 △55,881

　( 一財 -55,881)

　工事請負費 △55,881

　　単独事業費 △55,881

　　　和光市介護老人保健福祉施設空調機器更新改修工事 △55,881

 10 介護保険事業費 443,253 8,993 452,246 8,993

長寿あんしん課
28 繰出金 8,993 1108801　介護保険特別会計繰出金 8,993

　( 一財 8,993)

　繰出金 8,993

　　繰出金 8,993

　　　介護保険特別会計繰出金 8,993

 11 国民健康保険事業費 527,966 517,666 1,045,632 517,666

健康支援課
02 給料 △2,656 1105000　職員人件費 △3,449

　( 一財 -3,449)

　給料 △2,656

03 職員手当等 △1,552 　　一般職給 △2,656

　　　12人

　職員手当等 △1,552

04 共済費 759 　　扶養手当 60

　　管理職手当 180

　　地域手当 △242

28 繰出金 521,115 　　住居手当 31

　　通勤手当 △93

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,460

　　特殊勤務手当(職員課分) △28

　共済費 759



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

  1  11 国民健康保険事業費 　　共済組合負担金 759

1108001　国民健康保険特別会計繰出金 521,115

　( 一財 521,115)

　繰出金 521,115

　　繰出金 521,115

　　　国民健康保険特別会計その他繰出金 521,115

 12 後期高齢者医療費 328,460 31,407 359,867 25,625 5,782

長寿あんしん課
19 負担金・補助及び交付 △2,760 1108100　後期高齢者医療 △2,760

金 　( 一財 -2,760)

　負担金・補助及び交付金 △2,760

28 繰出金 34,167 　　負担金及び会費 △2,760

　　　広域連合事務費負担金 △2,760

1108200　後期高齢者医療特別会計繰出金 34,167

　( 国県 25,625 一財 8,542)

　繰出金 34,167

　　繰出金 34,167

　　　後期高齢者医療特別会計繰出金 34,167

  2 児童福祉費 3,068,291 △79,426 2,988,865 △93,539 14,113

  1 児童総務費 241,322 1,838 243,160 1,838

こども福祉課
02 給料 282 1109000　職員人件費 1,838

　( 一財 1,838)

　給料 282

03 職員手当等 189 　　一般職給 282

　　　12人

　職員手当等 189

04 共済費 1,367 　　扶養手当 216

　　管理職手当 360

　　地域手当 86

　　住居手当 93

　　一般職期末手当・勤勉手当 △518

　　特殊勤務手当(職員課分) △48

　共済費 1,367

　　共済組合負担金 1,367

  3 保育園費 1,843,602 13,910 1,857,512 1,211 12,699

こども福祉課
02 給料 △4,366 1116011　民間保育園運営 19,307

　( 国県 1,211 一財 18,096)

　委託料 19,307

03 職員手当等 △4,041 　　施設入所等委託料 19,307

　　　キッズエイド和光保育園運営委託料　 8,207



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

  2   3 保育園費 　　　下新倉みどり保育園運営委託料 427

04 共済費 3,010 　　　和光駅前保育園運営委託料 4,529

　　　ハレルヤ保育園運営委託料 △7,283

　　　ゆめの木保育園運営委託料 13,427

13 委託料 19,307

しらこ保育園

1113004　職員人件費 △2,294

　( 一財 -2,294)

　給料 △1,505

　　一般職給 △1,505

　　　13人

　職員手当等 △789

　　扶養手当 299

　　地域手当 △121

　　住居手当 △221

　　通勤手当 121

　　一般職期末手当・勤勉手当 △867

みなみ保育園

1113005　職員人件費 △3,103

　( 一財 -3,103)

　給料 △2,861

　　一般職給 △2,861

　　　26人

　職員手当等 △3,252

　　扶養手当 △205

　　地域手当 △307

　　住居手当 270

　　通勤手当 △491

　　一般職期末手当・勤勉手当 △2,522

　　特殊勤務手当(職員課分) 3

　共済費 3,010

　　共済組合負担金 3,010

  5 子育て応援特別手当事 95,174 △95,174 0 △94,750 △424

業費 こども福祉課
03 職員手当等 △279 1124001　子育て応援特別手当支給 △95,174

　( 国県 -94,750 一財 -424)

　職員手当等 △279

07 賃金 △131 　　超過勤務手当 △279

　賃金 △131

　　臨時職員賃金 △131

11 需用費 △606 　需用費 △606

　　消耗品費 △70

　　印刷製本費 △536



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

  3 民生費

  2   5 子育て応援特別手当事 　役務費 △1,645

業費 12 役務費 △1,645 　　通信運搬費 △506

　　手数料 △1,139

　委託料 △1,877

13 委託料 △1,877 　　業務委託料 △1,877

　　　子育て応援特別手当システム対応業務委託料 △1,184

　　　子育て応援等別手当支給業務委託料 △693

14 使用料及び賃借料 △636 　使用料及び賃借料 △636

　　事務機器等借上料 △636

　負担金・補助及び交付金 △90,000

19 負担金・補助及び交付 △90,000 　　負担金及び会費 △90,000

金 　　　子育て応援特別手当 △90,000

  4 国民年金事務取扱費 24,423 222 24,645 222

  1 国民年金事務取扱費 24,423 222 24,645 222

健康支援課
02 給料 195 1132000　職員人件費 222

　( 一財 222)

　給料 195

03 職員手当等 △341 　　一般職給 195

　　　3人

　職員手当等 △341

04 共済費 368 　　扶養手当 △156

　　地域手当 4

　　一般職期末手当・勤勉手当 △189

　共済費 368

　　共済組合負担金 368

  4 衛生費 1,340,138 73,728 1,413,866 34,088 39,640

  1 保健衛生費 435,778 73,481 509,259 34,088 39,393

  1 保健衛生総務費 344,484 73,481 417,965 34,088 39,393

健康支援課
02 給料 1,497 1135000　職員人件費 3,067

　( 一財 3,067)

　給料 1,497

03 職員手当等 313 　　一般職給 1,497

　　　8人

　職員手当等 313

04 共済費 1,257 　　管理職手当 120

　　地域手当 186

　　一般職期末手当・勤勉手当 3

13 委託料 27,929 　　特殊勤務手当(職員課分) 4

　共済費 1,257

　　共済組合負担金 1,257

19 負担金・補助及び交付 42,485

金 1138002　成･老人保健 27,929



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

  4 衛生費

  1   1 保健衛生総務費 　( 国県 280 一財 27,649)

　委託料 27,929

　　医療業務委託料 27,929

　　　健康診査委託料(集団) 6,921

　　　乳がん検診委託料(集団) 4,407

　　　胃がん検診委託料(集団） 4,146

　　　個別がん検診委託料 2,137

　　　子宮がん検診委託料(集団) 3,018

　　　前立腺がん検診委託料(集団) 381

　　　肺がん検診委託料(集団) 1,575

　　　大腸がん検診委託料(集団) 1,148

　　　骨粗しょう症検診委託料（集団） 3,041

　　　総合健診電話予約受付業務委託料 1,155

1138004　健康づくり △1,100

　( 国県 1,120 一財 -2,220)

　負担金・補助及び交付金 △1,100

　　補助金 △1,100

　　　和光市健康まつり実行委員会補助金 △1,100

1140110　新型インフルエンザ対策 43,585

　( 国県 32,688 一財 10,897)

　負担金・補助及び交付金 43,585

　　負担金及び会費 43,585

　　　新型インフルエンザワクチン実費負担金 43,585

  2 清掃費 904,360 247 904,607 247

  1 清掃総務費 35,059 247 35,306 247

清掃センター
03 職員手当等 △80 1143000　職員人件費 247

　( 一財 247)

　職員手当等 △80

04 共済費 327 　　一般職期末手当・勤勉手当 △80

　共済費 327

　　共済組合負担金 327

  6 農林水産業費 49,810 931 50,741 931

  1 農業費 49,810 931 50,741 931

  2 農業総務費 26,888 931 27,819 931

産業支援課
02 給料 224 1159000　職員人件費 931

　( 一財 931)

　給料 224

03 職員手当等 204 　　一般職給 224

　　　4人

　職員手当等 204



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

  6 農林水産業費

  1   2 農業総務費 　　管理職手当 180

04 共済費 503 　　地域手当 40

　　一般職期末手当・勤勉手当 △16

　共済費 503

　　共済組合負担金 503

  7 商工費 87,740 3,640 91,380 3,640

  1 商工費 87,740 3,640 91,380 3,640

  1 商工総務費 55,258 3,640 58,898 3,640

産業支援課
02 給料 1,801 1163000　職員人件費 3,699

　( 一財 3,699)

　給料 1,801

03 職員手当等 750 　　一般職給 1,801

　　　3人

　職員手当等 809

04 共済費 1,089 　　扶養手当 △138

　　地域手当 166

　　住居手当 86

　　通勤手当 96

　　一般職期末手当・勤勉手当 599

　共済費 1,089

　　共済組合負担金 1,089

市民活動推進課

1164003　職員人件費 △59

　( 一財 -59)

　職員手当等 △59

　　住居手当 46

　　一般職期末手当・勤勉手当 △105

  8 土木費 2,975,146 143,652 3,118,798 150,000 △6,348

  1 道路橋りょう費 1,000,597 8,286 1,008,883 8,286

  1 道路橋りょう総務費 357,267 8,286 365,553 8,286

道路安全課
02 給料 3,685 1167001　職員人件費 12,415

　( 一財 12,415)

　給料 5,694

03 職員手当等 △13 　　一般職給 5,694

　　　20人

　職員手当等 2,107

04 共済費 4,614 　　扶養手当 △309

　　管理職手当 1,200

　　地域手当 659

　　住居手当 172

　　通勤手当 △268



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

  8 土木費

  1   1 道路橋りょう総務費 　　一般職期末手当・勤勉手当 680

　　再任用職期末手当・勤勉手当 △27

　共済費 4,614

　　共済組合負担金 4,614

建築課

1167002　職員人件費 △4,129

　( 一財 -4,129)

　給料 △2,009

　　一般職給 △2,009

　　　11人

　職員手当等 △2,120

　　扶養手当 △78

　　地域手当 △209

　　住居手当 △215

　　通勤手当 355

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,973

  3 都市計画費 1,947,806 135,366 2,083,172 150,000 △14,634

  1 都市計画総務費 166,323 8,366 174,689 8,366

都市整備課
02 給料 3,280 1176000　職員人件費 8,580

　( 一財 8,580)

　給料 3,172

03 職員手当等 1,681 　　一般職給 3,172

　　　16人

　職員手当等 2,003

04 共済費 3,405 　　扶養手当 660

　　管理職手当 360

　　地域手当 419

　　住居手当 △209

　　通勤手当 74

　　一般職期末手当・勤勉手当 699

　共済費 3,405

　　共済組合負担金 3,405

駅北口土地区画整理事業事務所

1176001　職員人件費 △214

　( 一財 -214)

　給料 108

　　一般職給 108

　　　5人

　職員手当等 △322

　　扶養手当 △65

　　管理職手当 180



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

  8 土木費

  3   1 都市計画総務費 　　地域手当 22

　　一般職期末手当・勤勉手当 △459

  2 土地区画整理費 687,851 127,000 814,851 150,000 △23,000

都市整備課
19 負担金・補助及び交付 127,000 1178503　和光北インター地域土地区画整理組合活動支援 △8,000

金 　( 一財 -8,000)

　負担金・補助及び交付金 △8,000

　　補助金 △8,000

　　　和光市組合等まちづくり整備事業補助金 △8,000

1178504　白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援 △15,000

　( 一財 -15,000)

　負担金・補助及び交付金 △15,000

　　補助金 △15,000

　　　和光市組合等まちづくり整備事業補助金 △15,000

1179003　中央第二谷中土地区画整理組合活動支援 150,000

　( その他 150,000)

　負担金・補助及び交付金 150,000

　　補助金 150,000

　　　和光市組合等まちづくり整備事業補助金 150,000

 10 教育費 3,044,615 13,432 3,058,047 △100 △450 13,982

  1 教育総務費 271,578 11,154 282,732 △450 11,604

  2 事務局費 153,282 14,249 167,531 14,249

教育総務課
02 給料 5,639 1194000　職員人件費 6,494

　( 一財 6,494)

　給料 1,184

03 職員手当等 4,620 　　一般職給 1,184

　　　7人

　職員手当等 1,320

04 共済費 3,990 　　扶養手当 150

　　管理職手当 180

　　地域手当 158

　　住居手当 308

　　通勤手当 108

　　特別職期末手当 △168

　　一般職期末手当・勤勉手当 584

　共済費 3,990

　　共済組合負担金 3,990

学校教育課

1194001　職員人件費 7,755

　( 一財 7,755)



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

  1   2 事務局費 　給料 4,455

　　一般職給 4,455

　　　9人

　職員手当等 3,300

　　扶養手当 332

　　管理職手当 540

　　地域手当 547

　　住居手当 168

　　通勤手当 107

　　一般職期末手当・勤勉手当 1,606

  3 教育振興費 115,488 △3,095 112,393 △450 △2,645

学校教育課
08 報償費 △63 1197002　中学生海外派遣 △3,095

　( その他 -450 一財 -2,645)

　報償費 △63

09 旅費 △61 　　記念品代 △63

　旅費 △61

　　職員旅費 △61

13 委託料 △2,910 　委託料 △2,910

　　業務委託料 △2,910

　負担金・補助及び交付金 △61

19 負担金・補助及び交付 △61 　　負担金及び会費 △61

金
  3 中学校費 682,608 △10,000 672,608 △10,000

  1 学校管理費 587,835 △10,000 577,835 △10,000

教育総務課
15 工事請負費 △10,000 1208003　中学校施設整備 △10,000

　( 一財 -10,000)

　工事請負費 △10,000

　　単独事業費 △10,000

　　　第三中学校管理棟屋上・外装他改修工事 △10,000

  5 社会教育費 734,420 19,352 753,772 △100 19,452

  1 社会教育総務費 296,325 21,645 317,970 △100 21,745

生涯学習課
02 給料 10,301 1214001　職員人件費 12,267

　( 一財 12,267)

　給料 3,702

03 職員手当等 4,959 　　一般職給 3,702

　　　9人

　職員手当等 2,100

04 共済費 6,465 　　管理職手当 180

　　地域手当 389

　　通勤手当 196

08 報償費 △70 　　一般職期末手当・勤勉手当 1,335



歳　出

－  53 － －  54 －

（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 　共済費 6,465

　　共済組合負担金 6,465

11 需用費 △10

1215003　市民文化イベント支援 △80

　( 一財 -80)

　報償費 △70

　　謝礼 △70

　需用費 △10

　　消耗品費 △10

1216001　人権教育指導研修

　( 国県 -100 一財 100)

　

中央公民館

1214002　職員人件費 △192

　( 一財 -192)

　給料 △354

　　一般職給 △354

　　　4人

　職員手当等 162

　　扶養手当 78

　　管理職手当 180

　　地域手当 △6

　　住居手当 87

　　通勤手当 71

　　一般職期末手当・勤勉手当 △248

坂下公民館

1214003　職員人件費 3,274

　( 一財 3,274)

　給料 2,221

　　一般職給 2,221

　　　5人

　職員手当等 1,053

　　扶養手当 78

　　地域手当 230

　　住居手当 18

　　通勤手当 20

　　一般職期末手当・勤勉手当 707

南公民館

1214004　職員人件費 8,606

　( 一財 8,606)



歳　出

－  55 － －  56 －

（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 　給料 5,528

　　一般職給 5,528

　　　5人

　職員手当等 3,078

　　扶養手当 192

　　管理職手当 180

　　地域手当 590

　　住居手当 48

　　通勤手当 △132

　　一般職期末手当・勤勉手当 2,200

図書館

1214005　職員人件費 △2,230

　( 一財 -2,230)

　給料 △796

　　一般職給 △796

　　　7人

　職員手当等 △1,434

　　扶養手当 △270

　　地域手当 △106

　　住居手当 288

　　通勤手当 △106

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,240

  3 図書館費 89,784 △357 89,427 △357

図書館
11 需用費 △357 1231020　図書館施設整備 △357

　( 一財 -357)

　需用費 △357

　　修繕料 △357

  5 保育クラブ費 243,719 △1,936 241,783 △1,936

生涯学習課
14 使用料及び賃借料 △1,636 1119010　保育クラブ施設整備 △1,936

　( 一財 -1,936)

　使用料及び賃借料 △1,636

18 備品購入費 △300 　　建物賃借料 △1,636

　備品購入費 △300

　　庁用器具代 △300

  6 保健体育費 535,613 △7,074 528,539 △7,074

  1 保健体育総務費 45,440 △4,902 40,538 △4,902

スポーツ青少年課
02 給料 △2,911 1233000　職員人件費 △4,902

　( 一財 -4,902)

　給料 △2,911

03 職員手当等 △1,743 　　一般職給 △2,911



歳　出

－  57 － －  58 －

（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

  6   1 保健体育総務費 　　　4人

　職員手当等 △1,743

04 共済費 △248 　　地域手当 △291

　　住居手当 12

　　通勤手当 109

　　一般職期末手当・勤勉手当 △1,573

　共済費 △248

　　共済組合負担金 △248

  3 学校給食費 357,035 △2,172 354,863 △2,172

学校教育課
03 職員手当等 △103 1237000　職員人件費 63

　( 一財 63)

　職員手当等 △103

04 共済費 166 　　扶養手当 △32

　　地域手当 △3

　　一般職期末手当・勤勉手当 △68

11 需用費 △1,144 　共済費 166

　　共済組合負担金 166

18 備品購入費 △1,091 1238004　学校給食強化磁器導入 △1,235

　( 一財 -1,235)

　需用費 △1,144

　　消耗品費 △1,144

　備品購入費 △91

　　学校給食用備品 △91

1239001　給食用備品整備 △1,000

　( 一財 -1,000)

　備品購入費 △1,000

　　学校給食用備品 △1,000

 11 公債費 1,549,343 △8,623 1,540,720 △8,623

  1 公債費 1,549,343 △8,623 1,540,720 △8,623

  2 利子 313,670 △8,623 305,047 △8,623

財政課
23 償還金・利子及び割引 △8,623 1241001　市債利子償還 △8,623

料 　( 一財 -8,623)

　償還金・利子及び割引料 △8,623

　　償還金 △8,623


