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１　監査の期間

補助監査 令和元年10月10日から11月5日まで

委員監査 令和元年11月7日から11月26日まで

２　監査の対象

企画部 秘書広報課

政策課

財政課

資産戦略課

総務部 総務人権課（市民文化センター）

職員課

情報推進課

課税課

収納課

市民環境部 戸籍住民課（出張所）

市民活動推進課（コミュニティセンター、地域センター、

　　　　　　　　消費生活センター）

産業支援課（勤労青少年ホーム、勤労福祉センター）

環境課

資源リサイクル課（清掃センター）

保健福祉部 地域包括ケア課

社会援護課（総合福祉会館（生活介護施設、就労継続支援Ａ型施設、

　　　　　　就労継続支援Ｂ型施設、地域活動支援センター（精神

　　　　　　障害者）、地域福祉センター））

長寿あんしん課（高齢者福祉センター、福祉の里）

健康保険医療課（保健センター）

子どもあんしん部 ネウボラ課

保育サポート課

保育施設課（保育園、学童クラブ、児童センター）

建設部　　 都市整備課

道路安全課（駅南口自転車駐車場）

建築課

駅北口土地区画整理事業事務所

駅北口地区高度利用化推進室

危機管理監 危機管理室

会計管理者 会計課
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上下水道部 企業経営課

水道施設課

下水道課

教育委員会事務局 教育総務課

学校教育課

生涯学習課（公民館、図書館）

スポーツ青少年課（総合体育館、運動場、庭球場）

議会事務局 議事課

選挙管理委員会事務局

公平委員会

監査委員事務局

固定資産評価審査委員会

農業委員会事務局

３　監査の方法

　　　監査に当たっては、令和元年度上半期（令和元年4月1日から同年9月30日まで）に執行され

　　た財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、部局等からあらかじめ提出

　　された資料に基づき補助監査を行った上、所属長及び関係職員から説明を聴取し、予算の執

　　行状況、財務事務及び事業管理の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし

　　て実施した。また、以下の３点を共通質問事項とした。

１　事務事業の見直し

　　前年度と比較して歳出の縮減された事業はあるか。

　（ある場合は、事業名、縮減した内容及び影響額）

２　業務委託の見直し

　　業務委託ガイドラインでは、「委託効果の検証と業務内容等の見直しは、毎年度（長期

　継続契約の場合、その契約最終年度）実施することとします。」としているが、令和元年

　度に業務内容等を変更した業務委託はあるか。

３　安全配慮義務

　　和光市職員安全衛生管理規則第３条では、「所属長は、職場における職員の安全及び健

　康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。」

　としているが、職員への安全配慮義務に留意し、各種ハラスメントの防止に努めている

  か。
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４　監査の結果

　　　 監査の結果は、次のとおりである。

（注：報告書中の比率（%）は、小数点以下第2位を四捨五入により表示）

歳入の概要

本年度上半期における歳入状況は、予算現額283億5,987万2,080円に対し、

調定額 221億3,208万787円

収入済額 141億7,237万3,952円

前年同期と比較して 7億2,125万1,049円の増となり、

予算現額に対する収入率は 50.0%（前年同期49.6%）

調定額に対する収入率は 64.0%（前年同期65.2%）となっている。

収入内訳は、

自主財源が 114億9,767万8,312円で81.1%(前年同期76.6%）

依存財源が 26億7,469万5,640円で18.9%（前年同期23.4%）となっている。

第１款　市　税

予算現額 149億8,524万8,000円、

調定額 155億1,466万2,104円、

収入済額 84億3,178万6,735円、

前年同期と比較して

調定額が 6億5,113万9,042円、

収入済額が 4億8,101万4,470円の増となり、

予算現額に対する収入率は 56.3%（前年同期54.6%）、

調定額に対する収入率は 54.3%（前年同期53.5%）　となっている。

１　市民税

予算現額 71億9,566万円、

調定額 75億7,560万3,822円、

収入済額 36億2,957万2,672円、

前年同期と比較して

調定額が 4億2,300万9,690円、

収入済額が 3億77万3,147円の増となり、

予算現額に対する収入率は 50.4%（前年同期47.8%）、

調定額に対する収入率は 47.9%（前年同期46.5%）　となっている。

収入済額の内訳は、個人分 33億6,589万1,956円、

　　　　　　　　　法人分 2億6,368万716円　となっている。

　個人

■現年課税分

予算現額 66億5,400万円、

調定額 70億4,480万7,837円、

　一般会計

（別表1-1参照）
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収入済額 33億2,259万9,236円、

前年同期と比較して

調定額が 4億3,633万8,614円、

収入済額が 3億948万4,373円の増となり、

予算現額に対する収入率は 49.9%（前年同期46.8%）、

調定額に対する収入率は 47.2%（前年同期45.6%）　となっている。

調定額は、予算の調定見込額68億333万円を2億4,147万7,837円上回っている。

■滞納繰越分

予算現額 6,395万円、

調定額 2億4,992万3,185円、

収入済額 4,329万2,720円、

前年同期と比較して

調定額が 1,133万8,154円、

収入済額が 187万8,172円の減となり、

予算現額に対する収入率は 67.7%（前年同期66.0%）、

調定額に対する収入率は 17.3%（前年同期17.3%）　となっている。

【現年課税分】 【滞納繰越分】

　法人

■現年課税分

予算現額 4億7,700万円、

調定額 2億7,804万6,700円、

収入済額 2億6,315万1,600円、

前年同期と比較して

調定額が 201万2,800円、

収入済額が 643万2,300円の減となり、

予算現額に対する収入率は 55.2%（前年同期58.6%）、

調定額に対する収入率は 94.6%（前年同期96.3%）　となっている。

調定額は、予算の調定見込額4億7,976万2,000円を2億171万5,300円下回って

いる。

■滞納繰越分

予算現額 71万円、

調定額 282万6,100円、

収入済額 52万9,116円、

前年同期と比較して

調定額が 2万2,030円の増、

収入済額が 40万754円の減となり、

予算現額に対する収入率は 74.5%（前年同期93.0%）、

調定額に対する収入率は 18.7%（前年同期33.2%）　となっている。

1,393 205 増減数 △ 293 △ 50

上半期の個人市民税納税義務者数及び滞納者数の状況

年度 納税義務者数（人） 未納者数（人） 年度 納税義務者数（人） 滞納者数（人）

元年度 46,830 2,093 元年度 4,549 2,117

30年度 45,437 1,888 30年度 4,842 2,167

増減数
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【現年課税分】 【滞納繰越分】

２　固定資産税

予算現額 62億677万7,000円、

調定額 65億521万6,450円、

収入済額 38億4,587万6,516円、

前年同期と比較して

調定額が 1億9,352万7,776円、

収入済額が 9,735万7,307円の増となり、

予算現額に対する収入率は 62.0%（前年同期62.4%）、

調定額に対する収入率は 59.1%（前年同期59.4%）　となっている。

■現年課税分

予算現額 60億7,900万円、

調定額 63億341万6,100円、

収入済額 37億2,532万6,197円、

前年同期と比較して

調定額が 2億2,063万1,600円、

収入済額が 1億640万2,483円の増となり、

予算現額に対する収入率は 61.3%（前年同期61.6%）、

調定額に対する収入率は 59.1%（前年同期59.5%）　となっている。

調定額は、予算の調定見込額61億5,318万3,000円を1億5,023万3,100円上回って

いる。

■滞納繰越分

予算現額 2,465万円、

調定額 9,867万3,050円、

収入済額 1,742万3,019円、

前年同期と比較して

調定額が 2,037万9,224円、

収入済額が 232万576円の減となり、

予算現額に対する収入率は 70.7%（前年同期76.1%）、

調定額に対する収入率は 17.7%（前年同期16.6%）　となっている。

■国有資産等所在市町村交付金

予算現額 1億312万7,000円、

調定額及び収入済額 1億312万7,300円　となっている。

増減数 25 22 増減数 △ 2 4

元年度 1,875 37 元年度 41 23

30年度 1,850 15 30年度 43 19

上半期の法人市民税納税義務者数及び滞納者数の状況

年度 納税義務者数（人） 未納者数（人） 年度 納税義務者数（人） 滞納者数（人）
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【現年課税分】 【滞納繰越分】

３　軽自動車税

予算現額 6,151万6,000円、

調定額 7,056万5,600円、

収入済額 6,319万5,416円、

前年同期と比較して

調定額が 210万5,076円、

収入済額が 248万9,313円の増となり、

予算現額に対する収入率は 102.7%（前年同期103.6%）、

調定額に対する収入率は 89.6%（前年同期88.7％）　となっている。

⑴　軽自動車税

■現年課税分

予算現額 6,000万円、

調定額 6,575万9,000円、

収入済額 6,273万2,400円、

前年同期と比較して

調定額が 222万2,000円、

収入済額が 257万1,000円の増となり、

予算現額に対する収入率は 104.6%（前年同期103.7%）、

調定額に対する収入率は 95.4%（前年同期94.7%）　となっている。

■滞納繰越分

予算現額 77万円、

調定額 480万6,600円、

収入済額 46万3,016円、

前年同期と比較して

調定額が 11万6,924円、

収入済額が 8万1,687円の減となり、

予算現額に対する収入率は 60.1%（前年同期90.8%）、

調定額に対する収入率は 9.6%（前年同期11.1%）　となっている。

⑵　環境性能割

■現年課税分

予算現額 74万6,000円で未収入となっている。

増減数 103 △ 46 増減数 △ 81 △ 30

元年度 22,733 687 元年度 1,712 438

30年度 22,630 733 30年度 1,793 468

上半期の固定資産税納税義務者数及び滞納者数の状況

年度 納税義務者数（人） 未納者数（人） 年度 納税義務者数（人） 滞納者数（人）
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【現年課税分】 【滞納繰越分】

４　市たばこ税

予算現額 4億1,500万円、

調定額 2億2,653万3,495円、

収入済額 2億2,653万877円、

前年同期と比較して

調定額が 689万5,250円、

収入済額が 4,280万7,416円の増となり、

予算現額に対する収入率は 54.6%（前年同期41.4%）、

調定額に対する収入率は 100.0%（前年同期83.6%）　となっている。

５　都市計画税

予算現額 11億629万5,000円、

調定額 11億3,674万2,737円、

収入済額 6億6,661万1,254円、

前年同期と比較して

調定額が 2,560万1,250円、

収入済額が 3,758万7,287円の増となり、

予算現額に対する収入率は %（前年同期58.6%）、

調定額に対する収入率は %（前年同期56.6%）　となっている。

■現年課税分

予算現額 11億200万円、

調定額 11億2,021万6,100円、

収入済額 6億6,358万1,182円、

前年同期と比較して

調定額が 2,750万3,900円、

収入済額が 3,801万3,331円の増となり、

予算現額に対する収入率は %（前年同期58.5%）、

調定額に対する収入率は %（前年同期57.2%）　となっている。

■滞納繰越分

予算現額 429万5,000円、

調定額 1,652万6,637円、

収入済額 303万72円、

前年同期と比較して

調定額が 190万2,650円、

収入済額が 42万6,044円の減となり、

59.2

60.3

58.6

60.2

増減数 63 △ 18 増減数 △ 153 △ 34

元年度 12,260 439 元年度 1,011 377

30年度 12,197 457 30年度 1,164 411

上半期の軽自動車税納税義務者数及び滞納者数の状況

年度 納税義務者数（人） 未納者数（人） 年度 納税義務者数（人） 滞納者数（人）
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予算現額に対する収入率は %（前年同期81.7%）、

調定額に対する収入率は %（前年同期18.8%）　となっている。

【現年課税分】 【滞納繰越分】

第２款　地方譲与税

予算現額 9,900万円、

収入済額 3,534万9,000円、

予算現額に対する収入率は 35.7%（前年同期30.3%）　となっている。

収入済額の内訳は、 地方揮発油譲与税 874万6,000円

自動車重量譲与税 2,507万8,000円　となっている。

森林環境譲与税 152万5,000円　となっている。

譲与時期は、毎年6月・9月・11月・3月の4回である。

第３款　利子割交付金

予算現額 1,600万円、

収入済額 689万1,000円、

予算現額に対する収入率は 43.1%（前年同期74.9%）　となっている。

交付時期は、毎年8月・12月・3月の3回である。

第４款　配当割交付金

予算現額 6,000万円、

収入済額 1,865万7,000円、

予算現額に対する収入率は 31.1%（前年同期52.8%）　となっている。

交付時期は、毎年8月・12月・3月の3回である。

第５款　株式等譲渡所得割交付金

予算現額 6,700万円で未収入となっている。

交付時期は、毎年3月の1回である。

第６款　地方消費税交付金

予算現額 12億9,400万円、

収入済額 7億7,057万4,000円、

予算現額に対する収入率は 59.5%（前年同期60.0%）　となっている。

交付時期は、毎年6月・9月・12月・3月の4回である。

70.5

18.3

1,712 438

30年度 21,769 733 30年度 1,793 468

増減数 104 △ 46 増減数 △ 81 △ 30

上半期の都市計画税納税義務者数及び滞納者数の状況

年度 納税義務者数（人） 未納者数（人） 年度 納税義務者数（人） 滞納者数（人）

元年度 21,873 687 元年度
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第７款　ゴルフ場利用税交付金

予算現額 136万8,000円、

収入済額 63万6,881円、

予算現額に対する収入率は 46.6%（前年同期46.8%）　となっている。

交付時期は、毎年8月・12月・3月の3回である。

第８款　自動車取得税交付金

予算現額 1,800万円、

収入済額 1,784万円、

予算現額に対する収入率は 99.1%（前年同期36.6%）　となっている。

交付時期は、毎年8月・12月・3月の3回である。

第９款　環境性能割交付金

予算現額 730万円で未収入となっている。

交付時期は、毎年8月・12月・3月の3回である。（今年度は12月・3月の年2回）

第１０款　国有提供施設等所在市町村助成交付金等

予算現額 40万円で未収入となっている。

交付時期は、毎年12月の1回である。

第１１款　地方特例交付金

当初予算額 8,400万円に

補正予算額 2億5,949万3,000円を追加し、

予算現額 3億4,349万3,000円である。

収入済額 8,097万7,000円、

予算現額に対する収入率は 23.6%（前年同期100.0％）　となっている。

交付時期は、毎年4月・9月の2回である。

第１２款　地方交付税

予算現額 1,000万円、

収入済額 7万4,000円、

予算現額に対する収入率は 0.7%（前年同期1.0%）　となっている。

前年度に引き続き、普通交付税の不交付団体となったため、

収入済額の内訳は、 震災復興特別交付税 7万4,000円のみとなっている。

震災復興特別交付税の交付時期は、9月・3月の2回である。

第１３款　交通安全対策特別交付金

予算現額 700万円、

収入済額 432万2,000円、

予算現額に対する収入率は 61.7%（前年同期57.4%）　となっている。

交付時期は、毎年9月・3月の2回である。
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第１４款　分担金及び負担金

当初予算額 7億4,951万5,000円に

補正予算額 2億1,924万2,000円を削減し、

予算現額 5億3,027万3,000円である。

収入済額 3億1,559万1,482円、

予算現額に対する収入率は 59.5%（前年同期41.8%）　となっている。

第１５款　使用料及び手数料

当初予算額 2億9,221万7,000円に

補正予算額 282万円を追加し、

予算現額 2億9,503万7,000円である。

収入済額 1億8,329万4,129円、

予算現額に対する収入率は 62.1%（前年同期63.1%）　となっている。

　

第１６款　国庫支出金

当初予算額 41億5,427万6,000円に

補正予算額 4億4,969万5,000円を追加し、

繰越事業費繰越財源充当額 1億1,165万6,000円を加え、

予算現額 47億1,562万7,000円である。

収入済額 14億8,100万7,332円、

予算現額に対する収入率は 31.4%（前年同期45.2%）　となっている。

　

第１７款　県支出金

当初予算額 17億2,730万6,000円に

補正予算額 9,502万9,000円を追加し、

予算現額 18億2,233万5,000円である。

収入済額 2億5,836万7,427円、

予算現額に対する収入率は 14.2%（前年同期同率）　となっている。

生活保護費負担金 6億6,222万8,000円

■繰越事業費の収入済額の内訳は、以下のとおりである。

土木費補助金の社会資本整備総合交付金（都市整備課）

清掃手数料の廃棄物処理手数料 3,506万8,660円

■収入済額の主なものは、以下のとおりである。

社会福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金 1億6,726万2,846円

児童手当交付金 5億2,306万円

児童福祉費負担金の保育園入所児童保護者負担金　　　 2億5,371万3,130円

■収入済額の主なものは、以下のとおりである。
行政財産使用料の行政財産使用料（総務人権課） 1,036万6,502円

4,958万円

道路橋りょう使用料の道路占用料 5,627万1,156円

自転車駐車場使用料（電子マネー含む。）4,197万4,560円

総務手数料の戸籍謄本・抄本等手数料 1,427万100円

■収入済額の主なものは、以下のとおりである。
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第１８款　財産収入

予算現額 1,099万9,000円、

収入済額 1,249万7,119円、

予算現額に対する収入率は 113.6%（前年同期102.9%）　となっている。

　

第１９款　寄附金

当初予算額 1,000円に

補正予算額 96万7,000円を追加し、

予算現額 96万8,000円である。

収入済額 129万8,000円、

予算現額に対する収入率は 134.1%（前年同期249.6%）　となっている。

■収入済額の内訳は、以下のとおりである。

第２０款　繰入金

当初予算額 7億6,312万7,000円に

補正予算額 9,990万2,000円を追加し、

予算現額 8億6,302万9,000円である。

収入済額 8億1,034万9,000円、

予算現額に対する収入率は 93.9%（前年同期93.3%）　となっている。

　

第２１款　繰越金

当初予算額 5億円に

補正予算額 9億6,356万円を追加し、

繰越事業費繰越財源充当額 1億5,926万5,080円を加え、

予算現額 16億2,282万5,080円である。

収入済額 16億2,282万5,640円である。

乳幼児医療費補助金の乳幼児医療費支給事業補助金 1,685万1,000円

徴税費委託金の個人県民税徴収取扱費 7,183万8,299円

和光市まちづくり寄附条例寄附金　                        129万8,000円　

選挙費委託金の参議院議員通常選挙執行委託費交付金 1,974万7,062円

■収入済額の内訳は、以下のとおりである。

財政調整基金繰入金 4億9,445万1,000円

公共施設整備基金繰入金 8,400万円

都市基盤整備基金繰入金 2億3,189万8,000円

■収入済額の主なものは、以下のとおりである。

児童手当負担金 1億1,728万4,000円

社会福祉費補助金の重度心身障害者医療費支給事業補助金 1,936万2,500円

■収入済額の主なものは、以下のとおりである。

土地建物貸付収入の建物貸付収入（総務人権課） 437万430円

　　　〃　　　　の建物貸付収入（スポーツ青少年課） 411万6,199円
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第２２款　諸収入

当初予算額 3億2,004万3,000円に

補正予算額 9,372万4,000円を追加し、

繰越事業費繰越財源充当額 410万3,000円を加え、

予算現額 4億1,787万円である。

収入済額 1億2,003万6,207円、

予算現額に対する収入率は 28.7%（前年同期39.6%）　となっている。

　

　

第２３款　市　債

当初予算額 9億4,520万円に

補正予算額 2,660万円を追加し、

繰越事業費繰越財源充当額 2億30万円を加え、

予算現額 11億7,210万円で未収入となっている。

 〃 の雑入（資源リサイクル課） 1,329万7,672円

県道拡幅工事に伴う北原小学校外部設備移設事業費 382万6,600円

空調機器更新工事費（中央公民館） 596万5,000円

消防設備機器更新事業費（中央公民館） 190万800円

芝宮橋整備事業費 292万4,000円

（仮称）和光北インター東部地区基本計画等作成事業費 5,724万円

和光市組合等まちづくり整備事業費(越後山) 550万円
和光市組合等社会資本整備総合交付金事業費（白子三丁目中央） 1,363万3,000円

アーバンアクア公園整備事業費 878万9,840円

 〃 の雑入（学校教育課） 1,408万797円

庁舎電気室直流電源装置更新工事費 1,625万1,840円

広沢複合施設整備事業費 2,592万円

みなみ保育園床修繕工事費 685万8,000円

古美山立体橋耐震補強事業費 585万6,000円

市道268号線他道路改良事業費 460万円

■収入済額の主なものは、以下のとおりである。

延滞金の市民税個人延滞金（滞納繰越分） 1,032万4,150円

証紙・収入印紙売捌料の収入印紙売捌代金 2,140万2,000円

雑入の雑入（社会援護課）生活保護 1,319万8,897円

■繰越事業費の収入済額の内訳は、以下のとおりである。

■収入済額の内訳は、以下のとおりである。

前年度繰越金の前年度歳計剰余金 14億6,356万560円

　　　〃　　のその他繰越金（繰越明許費・既収入特定財源） 1,145万4,364円

　　　〃　　のその他繰越金（繰越明許費・一般財源） 1億4,781万716円

■繰越事業費の収入済額の内訳は、以下のとおりである。

雑入の雑入（教育総務課）特定財源 410万3,000円
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歳出の概要

本年度上半期における歳出状況は、予算現額283億5,987万2,080円に対し、

支出負担行為額 161億4,579万6,123円

支出済額 113億7,106万9,426円

前年同期と比較して 3億4,475万1,998円の増となり、

予算現額に対する執行率は 40.1%（前年同期40.6%）

支出負担行為額に対する執行率は 70.4%（前年同期74.0%）となっている。

第１款　議会費

予算現額 2億2,016万7,000円、

支出済額 1億594万317円、

予算現額に対する執行率は 48.1%（前年同期49.9%）　となっている。

　

第２款　総務費

当初予算額 32億6,654万7,000円に

補正予算額 7,023万9,000円を追加し、

繰越事業費繰越額 4,217万1,840円と

予備費充用額 83万7,000円を加え、

予算現額 33億7,979万4,840円である。

支出済額 15億3,666万2,187円、

予算現額に対する執行率は 45.5%（前年同期36.7%）　となっている。

　

　

　

　

■予備費充用額の内訳は、以下のとおりである。

人事管理費の人事管理事業費 837,000円

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

（別表2-1参照）

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

議会費の議会運営事業費 7,055万9,094円

市民文化センター費の市民文化センター管理運営事業費 1億308万9,131円

収納費の収納業務事業費 4,064万4,755円

庁舎管理費の庁舎維持管理事業費 6,018万7,324円

企画費の広沢複合施設整備事業費　 1億338万2,093円

一般管理費の総務業務事業費 3,647万2,556円

文書費のＯＡ化推進事業費 3,118万4,486円

　〃　の住民情報電算システム事業費 4,349万6,151円

和光市議会議員一般選挙費の和光市議会議員一般選挙事業費 3,910万9,622円

コミュニティ施設費のコミュニティ施設管理運営事業費 2,916万1,034円

■繰越事業費の支出済額の内訳は、以下のとおりである。

庁舎電気室直流電源装置更新工事 1,625万1,840円

参議院議員通常選挙費の参議院議員通常選挙事業費 2,988万8,476円

埼玉県知事選挙費の埼玉県知事選挙事業費 2,486万7,381円

広沢複合施設整備事業 2,592万円
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第３款　民生費

当初予算額 126億8,696万円に

補正予算額 4億1,461万6,000円を追加し、

繰越事業費繰越額 685万8,000円を加え、

予備費充用額 59万2,000円を加え、

予算現額 131億902万6,000円である。

支出済額 54億567万6,497円、

予算現額に対する執行率は 41.2%（前年同期44.3%）　となっている。

　

第４款　衛生費

当初予算額 16億2,733万8,000円に

補正予算額 243万2,000円を追加し、

予算現額 16億2,977万円である。

支出済額 5億2,221万8,294円、

予算現額に対する執行率は 32.0%（前年同期35.0%）　となっている。

老人福祉措置費の在宅介護支援事業費 3,449万3,894円

介護保険事業費の介護保険特別会計繰出金 2億8,000万円

国民健康保険事業費の国民健康保険特別会計繰出金 1億6,000万円

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

障害者福祉費の在宅障害者支援事業費 5億993万6,989円

　　　〃　　の障害者医療支援事業費 9,109万7,398円

児童措置費の乳幼児・子ども医療費助成事業費 1億8,189万3,320円

　　〃　　の児童手当支給事業費 4億1,563万8,051円

保育園費のしらこ保育園管理運営事業費 3,735万4,910円

後期高齢者医療費の後期高齢者医療事業費 2億2,147万5,714円

児童総務費のひとり親家庭事業費 1億920万5,600円

　　〃　　の子ども個別支援事業費 6,864万7,480円

学童クラブ費の学童クラブ管理運営事業費 1億6,903万6,332円

児童センター費の児童センター（館）管理運営事業費 6,181万6,054円

生活保護費の生活保護事業費 8億2,044万6,692円

　　〃　のみなみ保育園管理運営事業費 6,198万5,722円

　　〃　の教育・保育給付費等支給事業費 13億245万7,183円

　　〃　の公設保育園事業運営事業費 2億1,425万5,786円

保健衛生総務費の母子保健事業費 3,942万2,734円

予防費の予防接種事業費 9,936万6,493円

ごみ処理費の廃棄物収集運搬事業費 1億3,117万1,487円

■繰越事業費の支出済額の内訳は、以下のとおりである。

みなみ保育園床修繕工事 685万8,000円

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

　　〃　　の焼却施設運転管理事業費 1億907万3,489円

　　〃　　の廃棄物処理・資源化事業費 6,699万4,077円
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第５款　労働費

当初予算 6,314万3,000円に、

補正予算額 8,420万7,000円を追加し、

予算現額 1億4,735万円である。

支出済額 2,752万4,654円、

予算現額に対する執行率は 18.7%（前年同期43.8%）　となっている。

第６款　農林水産業費

予算現額 5,206万円、

支出済額 2,533万5,761円、

予算現額に対する執行率は 48.7%（前年同期47.8%）　となっている。

第７款　商工費

当初予算額 7,147万9,000円に

補正予算額 1億2,071万9,000円を追加し、

繰越事業費繰越額 457万4,000円を加え、

予算現額 1億9,677万2,000円である。

支出済額 1億712万2,215円、

予算現額に対する執行率は 54.4%（前年同期47.2%）　となっている。

　

　

第８款　土木費

当初予算額 30億5,873万円に

補正予算額 1億9,263万1,000円を追加し、

繰越事業費繰越額 3億8,812万4,840円と

予備費充用額 161万6,000円を加え、

予算現額 36億4,110万1,840円である。

支出済額 12億6,109万6,369円、

予算現額に対する執行率は 34.6%（前年同期31.7%）　となっている。

勤労青少年ホーム管理費の勤労青少年ホーム管理運営事業費 832万326円

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

農業委員会費の農業委員会運営事業費 332万6,520円

農業振興費の市民農園管理運営事業費 209万5,971円

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

労働総務費の勤労福祉センター管理運営事業費 1,735万8,022円

プレミアム付商品券交付事業 25万9,200円

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

商工業振興費の商工団体活動支援事業費 1,207万円

■繰越事業費の支出済額の内訳は、以下のとおりである。

　　 〃　　 のプレミアム付商品券交付事業費 7,297万5,904円
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第９款　消防費

予算現額 9億4,256万9,000円、

支出済額 4億6,183万5,847円、

予算現額に対する執行率は 49.0%（前年同期48.2%）　となっている。

第１０款　教育費

当初予算額 21億3,171万8,000円に

補正予算額 6,292万9,000円を追加し、

繰越事業費繰越額 3,359万5,400円を加え、

予備費充用額 98万3,000円を加え、

予算現額 22億2,922万5,400円である。

支出済額 9億5,131万1,091円、

予算現額に対する執行率は 42.7%（前年同期45.4%）　となっている。

　

■予備費充用額の内訳は、以下のとおりである。

道路維持費の道路維持事業費 155万3,000円

交通安全対策費の交通安全施設整備事業費 6万3,000円

　　   〃  　 の駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 2億1,000万円

公共下水道費の下水道事業会計負担金・補助金 1億円

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。
土地区画整理費の越後山土地区画整理組合活動支援事業費 1億200万円
　　   〃  　 の白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援事業費 1億円
　　   〃  　 の中央第二谷中土地区画整理組合活動支援事業費 1億6,536万1,216万円

芝宮橋整備事業費 6,294万2,000円

和光市組合等まちづくり整備事業（越後山） 5,450万円

アーバンアクア公園整備事業 1億1,416万9,840円

■繰越事業費の支出済額の内訳は、以下のとおりである。

市道268号線他道路改良事業費 1,000万円

教育振興費の生徒教育活動事業費 98万3,000円

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

教育振興費の教育支援センター・特別支援・適応支援事業費 2,740万4,195円

学校管理費の小学校管理運営事業費 9,698万1,429円

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

常備消防費の朝霞地区一部事務組合負担金 4億2,909万8,000円

非常備消防費の消防団業務事業費 1,624万6,378円

■予備費充用額の内訳は、以下のとおりである。

学校管理費の中学校管理運営事業費 2,358万3,125円

図書館費の図書館管理運営事業費 2,366万6,079円

体育施設費の和光市総合体育館管理運営事業費 4,932万3円

教育振興費のコンピュータ教育推進（小学校）事業費 3,899万4,213円

　　〃　　の児童教育活動事業費 3,694万9,424円

学校給食費の学校給食業務事業費 1億8,437万6,474円
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第１１款　公債費

当初予算額 19億6,581万2,000円から

補正予算額 2,827万2,000円を削減し、

予算現額 19億3,754万円である。

支出済額 9億6,634万6,194円、

予算現額に対する執行率は 49.9%（前年同期48.2%）　となっている。

第１２款　諸支出金

当初予算額 47万7,000円に

補正予算額 8億5,304万7,000円を追加し、

予算現額

消防設備機器更新事業費（中央公民館） 190万800円

8億5,352万4,000円で未執行（前年同期未執行）となっている。

■繰越事業費の支出済額の内訳は、以下のとおりである。

県道拡幅工事に伴う北原小学校外部設備移設事業費 792万9,600円

空調機器更新工事費（中央公民館） 2,138万4,000円
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国民健康保険特別会計

１　歳入

当初予算額 63億7,106万9,000円に、

補正予算額 2億3,653万3,000円を追加し、

予算現額 66億760万2,000円である。

収入済額 31億5,952万1,608円、

予算現額に対する収入率は 47.8%（前年同期54.0%）、

■国民健康保険税の上半期における収入状況は以下のとおりである。

収入済額 5億7,059万3,093円で、

予算現額 15億177万7,000円に対する収入率は38.0%（前年同期37.3%）

調定額 21億5,215万5,323円に対する収入率は26.5%（前年同期26.1%）

▼現年課税分

予算現額 13億9,225万円、

調定額 15億9,162万2,100円、

収入済額 5億34万8,248円、

前年同期と比較して

調定額が 2,500万1,300円の減、

収入済額が 348万4,752円の減となり、

予算現額に対する収入率は 35.9%（前年同期35.1%）、

調定額に対する収入率は 31.4%（前年同期31.2%）となっている。

▼滞納繰越分

予算現額 1億952万7,000円、

調定額 5億6,053万3,223円、

収入済額 7,024万4,845円、

前年同期と比較して

調定額が 5,236万2,090円の減、

収入済額が 729万8,145円の減となり、

予算現額に対する収入率は 64.1%（前年同期62.8%）、

調定額に対する収入率は 12.5%（前年同期12.7%）となっている。

【現年課税分】 【滞納繰越分】

　特別会計

2,437

増減数 △ 234 1,045 増減数 △ 562 △ 158

調定額45億609万1,822円に対する収入率は70.1%（前年同期71.7%）となっている。

上半期の国民健康保険税納税義務者数及び滞納者数の状況

年度 納税義務者数（人） 未納者数（人） 年度 納税義務者数（人） 滞納者数（人）

元年度 10,011 2,885 元年度 6,520 2,279

30年度 10,245 1,840 30年度 7,082
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■保険税以外の収入済額の主なものは、以下のとおりである。

２　歳出

当初予算額 63億7,106万9,000円に、

補正予算額 2億3,653万3,000円を追加し、

予算現額 66億760万2,000円である。

支出済額 29億9,140万3,713円で、

予算現額に対する執行率は 45.3%（前年同期39.2%）となっている。

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

後期高齢者医療特別会計

１　歳入

当初予算額 7億4,201万4,000円に、

補正予算額 151万1,000円を追加し、

予算現額 7億4,352万5,000円である。

収入済額 2億5,023万4,629円で、

予算現額に対する収入率は 33.7%（前年同期34.4%）、

調定額6億2,079万2,519円に対する収入率は40.3%（前年同期41.2%）となっている。

（別表2-2参照）

一般被保険者療養費 2,490万2,373円

一般被保険者高額療養費 2億3,285万6,681円

一般被保険者医療給付費分 6億1,405万7円

一般被保険者後期高齢者支援金等分 2億1,832万2,594円

介護納付金分 7,607万1,662円

一般会計繰入金 1億6,000万円

財政調整基金繰入金 9,846万円

繰越金 2億7,653万3,904円

（別表1-2参照）

一般被保険者療養給付費 17億6,785万8,571円

保険給付費等交付金 20億2,647万245円
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■後期高齢者医療保険料の上半期における収入状況は以下のとおりである。

収入済額 2億4,821万6,250円で、

予算現額 6億4,866万9,000円に対する収入率は38.3%（前年同期39.1%）

調定額 6億1,883万7,640円に対する収入率は40.1%（前年同期41.0%）

■保険料以外の収入済額の主なものは、以下のとおりである。

２　歳出

当初予算額 7億4,201万4,000円に、

補正予算額 151万1,000円を追加し、

予算現額 7億4,352万5,000円である。

支出済額 2億568万4,422円で、

予算現額に対する執行率は 27.7%（前年同期28.7%）となっている。

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

介護保険特別会計

１　歳入

当初予算額 36億232万6,000円に、

補正予算額 1億1,256万4,000円、

繰越事業費繰越財源充当額 194万4,000円を追加し、

予算現額 37億1,683万4,000円である。

収入済額 17億8,425万1,901円で、

予算現額に対する収入率は 48.0%（前年同期51.9%）、

■介護保険料の上半期における収入状況は以下のとおりである。

収入済額 4億5,720万4,680円で、

予算現額 9億1,211万6,000円に対する収入率は50.1%（前年同期44.4%）

調定額 9億1,808万8,329円に対する収入率は49.8%（前年同期42.8%）

▼現年度分特別徴収保険料

予算現額 8億650万円、

調定額 8億731万5,700円、

収入済額 4億1,779万9,950円、

予算現額に対する収入率は 51.8%（前年同期46.0%）、

調定額に対する収入率は 51.8%（前年同期44.3%）となっている。

繰越金 151万1,021円

（別表1-3参照）

後期高齢者医療広域連合納付金 2億527万1,602円

（別表2-3参照）

調定額23億3,229万9,845円に対する収入率は76.5%（前年同期75.0%）となっている。
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▼現年度分普通徴収保険料

予算現額 1億227万8,000円、

調定額 9,363万610円、

収入済額 3,746万8,490円、

予算現額に対する収入率は 36.6%（前年同期36.6%）、

調定額に対する収入率は 40.0%（前年同期38.6%）となっている。

▼滞納繰越分普通徴収保険料

予算現額 333万8,000円、

調定額 1,714万2,019円、

収入済額 193万6,240円、

予算現額に対する収入率は 58.0%（前年同期14.8%）、

調定額に対する収入率は 11.3%（前年同期9.9%）となっている。

■保険料以外の収入済額の主なものは、以下のとおりである。

２　歳出

当初予算額 36億232万6,000円に、

補正予算額 1億1,256万4,000円、

194万4,000円を追加し、

予算現額 37億1,683万4,000円である。

支出済額 16億8,978万7,173円で、

予算現額に対する執行率は 45.5%（前年同期45.2%）となっている。

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

■繰越事業費の支出済額の内訳は、以下のとおりである。

介護予防ケアマネジメントシステム改修事業費 194万4,000円

（別表2-4参照）

施設介護サービス費  3億1,680万4,775円

居宅介護等サービス計画給付費 6,716万8,082円

特定入所者介護サービス費 2,508万4,242円

高額介護等サービス費 5,602万7,674円

介護予防・生活支援サービス事業費 4,066万1,503円

その他繰越金 1億664万9,182円

（別表1-4参照）

委託センター事業費 5,853万8,000円

居宅介護等サービス費 5億2,572万3,336円

地域密着型介護サービス費 4億8,058万811円

繰越事業費繰越額

介護給付費交付金 3億7,344万7,000円

介護給付費負担金（県）　 2億1,376万8,000円

介護給付費繰入金 1億9,000万円

一般会計繰入金 9,000万円

介護給付費準備基金繰入金 3,624万7,000円

介護給付費負担金（国） 2億9,026万9,000円
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和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業特別会計

１　歳入

当初予算額 10億2,352万3,000円に、

補正予算額 1,242万4,000円、

繰越事業費繰越財源充当額

予算現額 11億5,443万5,921円である。

収入済額 3億2,605万5,858円で、

予算現額に対する収入率は 28.2%（前年同期33.3%）、

調定額4億1,605万5,858円に対する収入率は78.4%（前年同期85.1%）となっている。

■収入済額の主なものは、以下のとおりである。

２　歳出

当初予算額 10億2,352万3,000円に、

補正予算額 1,242万4,000円、

繰越事業費繰越額 1億1,848万8,921円を追加し、

予算現額 11億5,443万5,921円である。

支出済額 2億9,012万8,979円で、

予算現額に対する執行率は 25.1%（前年同期20.2%）となっている。

■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

■繰越事業費の支出済額の内訳は、以下のとおりである。

宅地造成整備事業費 2,587万6,800円

（別表2-5参照）

（別表1-5参照）

土地区画整理事業費 1億3,103万8,557円

一般会計繰入金 2億1,000万円

繰越金 5,616万6,601円

区画整理費一般財源繰越金（繰越事業費繰越財源充当額）　 5,988万8,921円

1億1,848万8,921円を追加し、

区画道路築造整備事業費 7,497万1,960円

建物移転等補償事業費 1,764万161円
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