中津川市 定例記者会見資料

平成 31 年 2 月 22 日

平成３１年３月補正予算の概要
■ 編成方針
補正予算の編成につきましては、下記の方針で計上いたします。
① 国・県補助金等を活用する事業
② 寄附金を財源とする事業
③ 学校等へエアコンを設置する事業
④ 受注機会平準化対策
⑤ 基金積立のための事業
⑥ 緊急対応が必要な事業
⑦ 人件費の補正
⑧ 事業費等の精算を行う事業

■ 補正を行う会計
 一般会計･････････････････････････････････････････ 2,408,210 千円
 特別会計
国民健康保険事業会計（事業勘定）･･････････････････････ 42 千円
国民健康保険事業会計（直診勘定）･･････････････ 繰越明許費のみ
下水道事業会計･････････････････････････････････繰越明許費のみ
介護保険事業会計･･････････････････････････････････････ 40 千円
 病院事業会計････････････････････････････････････････ 54,514 千円
合 計

2,462,806 千円

■ 補正の主な内容
① 国・県補助金等を活用する事業･････････････････････････････････････50,649 千円
 感染症予防事業 ········································· 21,927 千円
国の H30 年度第 2 次補正予算を活用し、全国的な風しん感染拡大への対策として、風
しんワクチンの定期接種の機会が一度もなく、風しん抗体の保有率の低い世代の風しん
抗体検査を実施します。
・風しん抗体検査通知用クーポン作成
・風しん抗体検査案内郵送代
・風しん抗体検査委託料
対 象 者：S37 年 4 月 2 日～S54 年 4 月 1 日生まれの男性
対象人数：9,640 人

 商業振興事業 ············································ 4,695 千円
国の H30 年度第 2 次補正予算「プレミアム付商品券事業」に合わせ、消費税率 10％へ
の引上げによる低所得者・子育て世帯の消費に与える影響緩和及び地域における消費喚
起を目的に、H31 年度にプレミアム付商品券を発行するため、その準備を行います。
・臨時職員賃金等
・商品券対象者抽出電算処理委託料

 県営事業負担金 ········································· 19,500 千円
岐阜県の予算調整により県管理の国道整備などの事業費が増額されたことに伴い、市
負担金を増額します。
・(国)363 号（かおれ）
・(国)256 号（下野）
・(主)恵那蛭川東白川線（蛭川）
・(主)白川福岡線（福岡）
・(主)中津川南木曽線（神坂）
・(一)阿木大井線（飯沼）

 消防団員活動事業 ········································ 4,527 千円
国の H30 年度第 2 次補正予算を活用し、消防団へデジタル簡易無線機を配備し、消防
団の装備を充実します。
・デジタル簡易無線機 100 台
・電波利用料 100 台分

② 寄附金を財源とする事業･････････････････････････････････････････････1,827 千円
 公民館を拠点とした地域づくり事業 ························· 1,000 千円
■寄附者の意向：阿木交流センター建設に伴う施設整備のため
○寄附者 阿木生産森林組合 様 （H30.12.25） 1,000,000 円
・元気びとづくり基金へ積み立て、次年度以降の阿木交流センターの備品購入に活
用します。

 文化振興事業················································ 20 千円
■寄附者の意向：中津川市の文化振興のため
○寄附者 多治見市 株式会社東濃新報社 様 （H31.1.15） 20,000 円
・美術館建設及び美術品等取得基金へ積み立て、次年度以降の美術品購入等に活用
します。

 教育基金管理事業··········································· 107 千円
■寄附者の意向：坂下中学校の教育の充実のため
○寄附者 株式会社高峰楽器製作所 様 （H30.12.18） 106,111 円
・教育基金へ積み立て、次年度以降の坂下中学校備品購入に活用します。

 公立保育所事業············································· 500 千円
■寄附者の意向：高山保育園の保育環境の充実のため
○寄附者 深谷医院 深谷泰弘 様 （H30.12.26） 500,000 円
・高山保育園の未満児用乳母車、未満児室クッションマット、スタッキングテーブ
ル、幼児用椅子を購入します。

 児童発達支援事業··········································· 200 千円
■寄附者の意向：発達支援センターつくしんぼの備品購入のため
○寄附者 株式会社ジェイ・ケイ・ドゥ・トラベル 様 （H31.2.22） 200,000 円
・発達支援センターつくしんぼの療育備品と加湿空気清浄器を購入します。

③ 学校等へエアコンを設置する事業･･･････････････････････････････1,333,249 千円
近年の異常気象への対応として、市立の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、給食調理場
へエアコンを設置します。

 小学校施設営繕事業 ···································· 842,983 千円
・エアコン設置工事 18 校（田瀬小学校除く） 199 教室

 中学校施設営繕事業 ···································· 280,542 千円
・エアコン設置工事 12 校

93 教室

 学校給食管理運営事業 ··································· 27,054 千円
・エアコン設置工事

6 調理場（坂下、神坂、下野小、福岡小、高山小、福岡中）

 保育所施設営繕事業 ···································· 107,103 千円
・エアコン設置工事

12 園（中津川、一色、坂本保育園除く）

42 室

 幼稚園施設営繕事業 ····································· 42,649 千円
・エアコン設置工事

5 園（坂本幼稚園除く）

15 室

 阿木高校管理事務事業 ··································· 32,918 千円
・エアコン設置工事

7 教室

④ 受注機会平準化対策･･････････････････････････････････････････････162,265 千円
 高齢者福祉施設等運営事業 ································ 13,623 千円
■受注機会平準化対策
・老人福祉センター トイレ改修工事
・ゆうわ苑デイサービスセンター 排煙窓オペレータ修理工事
・ひだまり苑デイサービスセンター 電気設備更新工事
・ゆうらく苑デイサービスセンター 浴場ろ過装置修繕
・坂下福祉センター
クロス張替え修繕、フロアー取替修繕
事務室・相談室空調機取替工事
研修室空調機取替工事
・川上保健福祉施設かたらいの里 滅菌機取替修繕、空調機制御基板取替修繕
・付知福祉センター 付知北・東ふれあいセンター畳表替え
・福岡健康増進施設ほっとサロン
プール内トイレ修繕、地下機械室大型換気扇ベルト交換修繕
・蛭川福祉センター 自動給水加圧装置修繕

 自主防災組織育成事業 ···································· 1,912 千円
■受注機会平準化対策
旧市内に設置してある街頭消火器が耐用年数を経過しているため、消火器を更新し、
地域ぐるみの防災体制の確立と初期消火による火災防止を図ります。
・街頭消火器点検業務 439 本
・街頭消火器 220 本
・街頭消火器廃棄代 220 本

 観光施設管理事業 ········································ 4,072 千円
■受注機会平準化対策
・きりら坂下駐車場横断溝アスファルト修繕
・福岡ローマン渓谷キャンプ場管理棟屋根改修工事

 公民館総務事業 ········································· 11,149 千円
■受注機会平準化対策
・落合公民館 ホール雨漏り修繕
・山口公民館 非常放送設備修繕、非常用照明修繕
・付知公民館 連絡通路壁塗装修繕
・福岡公民館 非常照明修繕
・坂下公民館 キッズルーム・事務室エアコン設置工事
・加子母公民館 ホール・和室エアコン設置工事

 文化施設管理運営事業 ···································· 6,491 千円
■受注機会平準化対策
・アートピア付知交芸プラザ

屋根雨漏り防水修繕

 道路維持補修事業 ······································· 31,700 千円
■受注機会平準化対策
・中津 277 号線側溝蓋維持修繕
・松源寺～大西線側溝蓋維持修繕
・松源寺～大西線側溝補修工事
・坂本 114 号線横断暗渠新設工事
・西山～大原線側溝補修工事
・蛭川 53 号線道路側溝改修工事
・中屋～野尻線山留補修工事
・山口 20 号線道路側溝補修工事
・加子母 12 号線道路側溝補修工事
・川上 2 号線法面補修工事

 交通安全施設設置事業 ··································· 14,000 千円
■受注機会平準化対策
・2 車線幹線道路区画線設置工事
・道路照明施設設置工事

 道路新設改良事業 ······································· 30,000 千円
■受注機会平準化対策
・阿木 16 号線道路法面補修工事
・阿木 22 号線道路改良工事
・中津東地区生活関連道路改良工事
・長根橋～芝線道路改良工事
・2 地区舗装工事（神坂、坂下）

 公園等維持管理事業 ····································· 18,900 千円
■受注機会平準化対策
・苗木浄水公園法面補修工事
・女夫橋歩道橋補修工事
・中津川市内公園施設・遊具修繕工事

 小学校施設営繕事業 ······································ 4,634 千円
■受注機会平準化対策
・東小学校プール内部塗装改修工事

 保育所施設営繕事業 ····································· 25,784 千円
■受注機会平準化対策
・苗木保育園園舎屋根改修工事
・加子母保育園未満児室屋上防水改修工事

⑤ 基金積立のための事業･････････････････････････････････････････････931,863 千円
 リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業 ················ 501,566 千円
■リニア中央新幹線まちづくり基金積立金
・基金利子収入 1,565,250 円
・予算積立分 500,000,000 円
※H30 末残高見込み

約 32 億 1 千万円

 ふるさとづくり応援基金管理事業 ························ 130,000 千円
■ふるさとづくり応援基金積立金
・ふるさとづくり寄附金分 130,000,000 円
※(決算見込み)231,450,000 円－(既決)101,450,000 円＝(補正)130,000,000 円

 公共施設整備運営基金管理事業 ·························· 300,215 千円
■公共施設整備運営基金積立金
・基金利子収入 214,378 円
・予算積立分 300,000,000 円

※H30 末残高見込み およそ 21 億 7 千万円

 国民健康保険基金管理事業【国保事業会計（事業勘定）
】 ········· 42 千円
■国民健康保険基金積立金
・基金利子収入 41,200 円

 介護給付費準備基金積立金【介護保険事業会計】················ 40 千円
■介護給付費準備基金積立金
・基金利子収入 39,284 円

⑥ 緊急対応が必要な事業･･･････････････････････････････････････････････26,285 千円
 高齢者福祉施設等運営事業 ································ 1,048 千円
市有財産（施設）運用管理マスタープランに基づき山口デイサービスセンター椿苑の
民間移譲の調整を進めていたところ、H31 年 4 月に中津川市社会福祉協議会が受入れの
意向を示されたため、必要な修繕を行います。
・床フローリング取替修繕

 にぎわいプラザ運営事業 ···································· 594 千円
にぎわいプラザ館内に設置した防犯カメラ映像の録画機器が経年劣化で故障し、映像
の記録ができなくなっているため、録画機器を更新します。
・監視カメラ録画機器設置工事

 観光推進事業 ·············································· 220 千円
苗木城跡への更なる誘客を推進するため、9 月～11 月末までＪＲ中津川駅から苗木城
跡への直通バスの試験運行（苗木城線）を実施しましたが、天候不良等により運賃収入
が運行費用を下回ることとなったため、経費の一部を補填します。
・苗木城線運行費用補填額

 橋りょう新設改良事業 ··································· 17,500 千円
恵那峡大橋の定期点検を行った結果、ボルトの欠損が発見されました。落下の防止、
橋梁保全をする必要があることから、ネット設置及びボルトの補修を行います。
・落下防止ネット設置工事
・仮ボルト設置工事
・ボルト取替応力計算検討業務

 文化会館改修事業 ········································ 5,400 千円
H31 に予定している文化会館改修工事のうち、本体工事が議決案件となり仮契約期間
が発生するため、その間を利用してホール椅子の撤去工事を先行して実施することで、
改修工事の早期完了を目指します。
・中津川文化会館椅子撤去工事

 芝居小屋管理事業 ········································ 1,523 千円
明治座来場者が購入するくれ板が不足する見込みとなったため追加作成します。また、
その購入寄附金を将来的な改修事業に充てるため基金に積み立てます。
・くれ板作成委託料 2,000 枚
・明治座維持補修基金積立金

⑦ 人件費の補正･･････････････････････････････････････････････････････268,795 千円
 職員給与費（一般管理費） ······························ 159,767 千円
■退職手当
・任期満了、早期、自己都合、死亡 19 人
・嘱託職員 45 人（退職慰労金の清算によるもの）

 病院事業【病院事業会計】 ······························· 54,514 千円
■退職手当（坂下病院）
・自己都合退職 5 人
■退職手当（坂下老人保健施設）
・自己都合退職 3 人

⑧ 事業費等の精算を行う事業･･････････････････････････････････････△312,127 千円
 障害者総合支援給付事業 ································· 23,691 千円
児童発達支援及び生活介護にかかる扶助費が利用者の増加等により不足するため補
正します。

 介護保険事業会計繰出金事業 ······························ 1,032 千円
H30 年度の介護保険料所得段階別被保険者数が確定したため補正します。

 河川災害復旧事業 ······································ △8,000 千円
国の災害査定が終わり、災害復旧事業の対象額が確定したため補正します。

 道路橋りょう災害復旧事業 ····························· △31,000 千円
国の災害査定が終わり、災害復旧事業の対象額が確定したため補正します。

 青木斧戸線道路整備事業 ······························ △150,246 千円
H30 年度の社会資本整備総合交付金の変更決定により、額が確定したため補正します。

 神坂ＰＡスマートインターチェンジ設置事業············· △182,500 千円
H30 年度分の事業費が確定したため補正します。

 法人保育所事業 ········································· 28,746 千円
国の公定価格の単価改定及び年間の実績見込から事業費を補正します。

 子育て支援事業 ·········································· 6,150 千円
H29 年度子ども・子育て支援交付金の実績が確定したため補正します。

■繰越明許費の補正
以下の事業について、それぞれの事情によりやむを得ず繰り越して執行します。
繰越明許費の補正額は、一般会計、特別会計を合わせ 2,997,500 千円です。

Ⅰ．国の第 2 次補正予算に伴い財源確保したもののうち、事業完了が翌年度となる事業
◆一般会計 31,149 千円
① 感染症予防事業 ···································· 21,927 千円
② 商業振興事業 ······································· 4,695 千円
③ 消防団員活動事業 ··································· 4,527 千円

Ⅱ．市立の幼稚園、保育園、学校へのエアコン設置を翌年度に繰り越して実施する事業
◆一般会計 1,333,249 千円
① 保育所施設営繕事業 ······························· 107,103 千円
② 小学校施設営繕事業 ······························· 842,983 千円
③ 中学校施設営繕事業 ······························· 280,542 千円
④ 阿木高校管理事務事業 ······························ 32,918 千円
⑤ 幼稚園施設営繕事業 ································ 42,649 千円
⑥ 学校給食管理運営事業 ······························ 27,054 千円

Ⅲ．受注機会平準化対策として予算化したものの、事業完了が翌年度となる事業
◆一般会計 161,952 千円
① 高齢者福祉施設等運営事業 ·························· 13,623 千円
② 保育所施設営繕事業 ································ 25,784 千円
③ 観光施設管理事業 ··································· 3,759 千円
④ 道路維持補修事業 ·································· 31,700 千円
⑤ 公園等維持管理事業 ································ 18,900 千円
⑥ 自主防災組織育成事業 ······························· 1,912 千円
⑦ 小学校施設営繕事業 ································· 4,634 千円
⑧ 公民館総務事業 ···································· 11,149 千円
⑨ 文化施設管理運営事業 ······························· 6,491 千円
⑩ 道路新設改良事業 ·································· 30,000 千円
⑪ 交通安全施設設置事業 ······························ 14,000 千円

Ⅳ．その他やむを得ない事情により事業完了が翌年度となる事業
◆一般会計＜追加＞ 443,412 千円
① こども園整備事業 ················································ 27,983 千円
坂本こども園整備事業において、東濃建築事務所との協議、許認可等が 2 か月遅れ、H30
分として予定していた出来高 5 パーセントを年度内に完了することが困難となったため。
② 国保事業会計（直診勘定）繰出金事業································ 3,300 千円
阿木交流センター（診療所）整備事業の繰越しに伴う財源となるため。
③ 林業振興事業 ····················································· 2,760 千円
源根の森展望台整備工事において、Ｌ型メッシュウォールの主材料となる鋼材が、全国的
に増加した災害復旧工事や２０２０東京オリンピック・パラリンピックの会場整備等で不
足しており、制作に 2 か月以上要し、この間工事が中断したため。

④ 林道整備事業 ····················································· 30,551 千円
林道木曽越線開設工事において、林野庁の設計審査に 4 か月を要し、及び降雪や凍上によ
り一時施工を中断し、融雪後に再開することを余儀なくされたため。
⑤ 道路維持補修事業 ················································ 25,000 千円
【寺領排水路改修工事】22,000 千円
工事の際の作業スペースを確保する必要があり、借用の調整に 3 か月を要したため。
【福岡 225 号線道路排水流末改修工事】3,000 千円
地権者との用地境界の確定に 3 か月を要したため。
⑥ 濃飛横断自動車道関連道路整備事業································· 10,000 千円
坂本 169 号線測量調査設計業務において、濃飛横断自動車道との交差点部の設計協議に 2
か月を要したため。
⑦ 神坂ＰＡスマートインターチェンシﾞ設置事業 ······················· 189,500 千円
調査測量設計業務において、中央自動車道管理者であるＮＥＸＣＯ中日本からの指示によ
り、地質調査の追加や施工計画についての再検討に 2 か月を要し、また、用地測量におい
て立会が広範囲に及んで公図と現況の位置が合わず（地図混乱）、境界確定に 4 か月を要
したため。
⑧ 河川改修事業 ···················································· 28,000 千円
第 2 辻原川河川改修工事の工事用資材等の運搬路の選択にあたり、地元との調整に 2 か月
を要し、また、地権者との用地境界の確定に 3 か月を要したため。
⑨ 公営住宅等整備事業 ··············································· 2,300 千円
公営住宅神坂団地解体撤去にあたり、市営住宅入居者の退去が 12 月に実施されたことに
より、年度内の工事完了が困難となったため。
⑩ 公民館を拠点とした地域づくり事業································· 62,588 千円
阿木交流センター整備事業において、寄附地の活用に関する地元要望等の調整で造成工事
の設計内容の確定に時間を要し、本体工事の本契約が 3 か月遅れ、H30 分として予定して
いた出来高 4 割を年度内に完了することが困難となったため。
⑪ 文化会館改修事業 ················································· 5,400 千円
本体工事に先行して実施する椅子撤去工事を予算化したものの、事業完了が翌年度となる
ため。
⑫ 農地・農業用施設災害復旧事業 ····································· 3,806 千円
阿木三斗蒔農地災害復旧工事において、公共災害復旧事業の査定が 12 月に実施されたこ
とにより、年度内に完了することが困難となったため。
⑬ 林業施設災害復旧事業 ············································ 21,224 千円
【林道尾城山線】5,544 千円
低温による凍上や降雪により、法面保護の植生基材吹付工の種子定着が期待できず、一時
施工を中断し、寒さが緩んでから再開することを余儀なくされたため。
【林道恵北東線】13,012 千円
低温による凍上により、主要構造物である法面保護工のコンクリート吹付工が施工できず、
一時施工を中断し、寒さが緩んでから再開することを余儀なくされたため。
【林道番田向線】2,668 千円
低温による凍上や降雪により、主要構造物である盛土が施工できず、一時施工を中断し、
寒さが緩んでから再開することを余儀なくされたため。
⑭ 道路橋りょう災害復旧事業 ········································ 24,000 千円
横挽～平石線（落合）、宮ノ前～谷線（坂下）
、落合 148 号線、神坂 36 号線、恵下～尾外
岩線工事の施工に伴う通行規制の調整に 2 か月を要したため。
⑮ 河川災害復旧事業 ················································· 7,000 千円
一色川（蛭川）工事の施工に伴い支障となる電柱移転（護岸堤防道路）に 2 か月を要した
ため。

◆一般会計＜変更＞ 834,734 千円
① 道路新設改良事業 ··············································· 106,948 千円
【中津 60 号線（尾崎踏切）】10,000 千円
測量の際、ＪＲ東海との鉄道敷立入り作業の協議に 3 か月を要したため。
【五ツ峯～中畑線】81,048 千円
用地測量において立会が広範囲に及び、山林分譲地の境界確定に 2 か月を要し、また、用
地取得の交渉において代替地を要求され、候補地の選定と交渉に 3 か月を要したため。
【中津 531 号線】15,900 千円
道路整備工事に伴う電柱移転において、用地取得に 3 か月を要したため。
② 青木斧戸線道路整備事業 ········································· 282,034 千円
用地取得の交渉において代替地を要求され、候補地の選定と交渉に 5 か月を要したため。
③ 橋りょう新設改良事業 ············································ 62,500 千円
【四ツ目川橋補修工事】10,000 千円
橋梁下の 1 級河川の管理者である岐阜県との協議に 2 か月を要したため。
【乙姫大橋修繕工事（負担金）】35,000 千円
国土交通省が代行して修繕工事を行っており、河川管理者である岐阜県との協議に 3 か月
を要したため。
【恵那峡大橋補修工事】17,500 千円
H30 年度に実施された定期点検で発見されたボルトの欠損への応急対応を翌年度に繰り越
して実施するため。
④ 交通安全施設設置事業 ············································ 54,571 千円
【前田～津戸井線、朝日橋～中上線】37,000 千円
当該市道の排水路と農業用水路との兼用水路の工事について、農業用水路の管理者との取
水口取付け位置についての調整に 2 か月を要したため。
【松源寺～大西線】12,000 千円
通学路歩道設置工事の用地取得に伴う地権者との境界立会が不調となり、年度内に完了す
ることが困難となったため。
【太田～恵下線】5,571 千円
用地取得の交渉において代替地を要求され、候補地の選定と交渉に 3 か月を要したため。
⑤ リニア中央新幹線関連拠点整備事業································ 111,600 千円
【東濃東部都市間連絡道路 2-1 工区】31,000 千円
用地買収の交渉において代替地を要求され、候補地の選定と交渉に 6 か月を要したため。
【東濃東部都市間連絡道路 4-1 工区】39,000 千円
道路詳細設計における関係機関との協議に 6 か月を要したため。
【坂本 264 号線】27,600 千円
用地買収の交渉において代替地を要求され、候補地の選定と交渉に 6 か月を要したため。
【坂本 58 号線ほか】14,000 千円
道路改良計画に対する地元要望を受け、要望事項の調整のための関係機関協議等に 6 か月
を要したため。
⑥ 下水道事業会計繰出金事業 ········································ 78,841 千円
公共下水道整備事業の繰越しに伴う財源となるため。
⑦ リニア駅周辺土地区画整理事業 ··································· 138,240 千円
当初計画していた調査箇所での地質調査（ボーリング調査）について地権者と調整がつか
ず、箇所の変更を余儀なくされ、箇所の再選定及び施工業者との調整を行い、年度内に完
了することが困難となったため。

◆特別会計 193,004 千円
① 阿木医科一般管理費【国民健康保険事業会計（直診勘定）
】 ············ 13,364 千円
阿木交流センター（診療所）整備事業において、寄附地の活用に関する地元要望等の調整
で造成工事の設計内容の確定に時間を要し、本体工事の本契約が 3 か月遅れ、H30 分とし
て予定していた出来高 4 割を年度内に完了することが困難となったため。
② 下水道整備事業（坂本処理区）【下水道事業会計】 ··················· 179,640 千円
工事期間中の通行規制方法や迂回路等についての地元住民や関係機関との協議、及び同一
路線において県の事業による通行規制が行われたため、同時に通行規制を行うことができ
なかったことにより工事が 3 か月遅れたため。

■ 補正予算の規模（会計別）
平成３０年度 中津川市歳入歳出予算総括表 【３月補正】
（単位：千円）
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計

2,462,806

79,635,718

■ 一般会計総括表
平成３０年度一般会計予算総括表【３月補正】
(単位：千円)
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■ 一般会計の補正概要（歳入）
款
地方交付税

金額（千円）
792,858

内

容

（財源調整）

国庫支出金

14,722

・障害者総合支援給付費 11,845 千円
・介護保険低所得者軽減負担金 515 千円
・公共土木施設災害復旧事業費 △26,013 千円
・子どものための教育・保育給付費 14,300 千円
・感染症予防事業費 10,963 千円
・プレミアム付商品券事業費 4,695 千円
・社会資本整備総合交付金 △146,123 千円
・消防団設備整備費 1,494 千円
・小学校施設環境改善費 92,192 千円
・中学校施設環境改善費 44,630 千円
・幼稚園施設環境改善費 6,224 千円

県支出金

13,329

・障害者総合支援給付費 5,922 千円
・介護保険低所得者軽減負担金 257 千円
・子どものための教育・保育給付費 7,150 千円

財産収入

1,781

寄附金

132,550

繰入金

55,314

繰越金

459,256

諸収入

△40,500

市債

978,900

・公共施設整備運営基金利子収入 215 千円
・リニア中央新幹線まちづくり基金利子収入
・総務管理費寄附金 130,000 千円
・児童福祉費寄附金 700 千円
・社会教育費寄附金 1,743 千円
・中学校費寄附金 107 千円
・職員退職手当基金繰入金 54,514 千円
・明治座維持補修基金繰入金 800 千円
（財源調整）

・土木費受託事業収入

△40,500 千円

・保育所設備整備事業 101,700 千円
・道路新設改良事業 △138,700 千円
・幼稚園設備整備事業 34,600 千円
・小学校設備整備事業 713,200 千円
・中学校設備整備事業 224,100 千円
・学校給食調理場設備整備事業 25,700 千円
・高等学校設備整備事業 31,200 千円
・公共土木施設災害復旧事業 △12,900 千円

1,566 千円

■ 一般会計の補正概要（歳出）
款

総務費

民生費

衛生費

商工費

金額（千円）

1,091,548

207,877

76,441

9,581

土木費

△201,146

消防費

6,439

教育費

災害復旧費

1,256,470

△39,000

内

容

・職員給与費（一般管理費） 159,767 千円
・ふるさとづくり応援基金管理事業 130,000 千円
・公共施設整備運営基金管理事業 300,215 千円
・リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業 501,566 千円
・障害者総合支援給付事業 23,691 千円
・高齢者福祉施設等運営事業 14,671 千円
・介護保険事業会計繰出金事業（介護保険事業）
・公立保育所事業 500 千円
・法人保育所事業 28,746 千円
・保育所施設営繕事業 132,887 千円
・児童発達支援事業 200 千円
・子育て支援事業 6,150 千円

1,032 千円

・感染症予防事業 21,927 千円
・坂下病院繰出金事業 44,736 千円
・坂下老人保健施設繰出金事業 9,778 千円
・商業振興事業 4,695 千円
・観光推進事業 220 千円
・観光施設管理事業 4,072 千円
・にぎわいプラザ運営事業 594 千円
・道路維持補修事業 31,700 千円
・道路新設改良事業 30,000 千円
・県営事業負担金 19,500 千円
・青木斧戸線道路整備事業 △150,246 千円
・神坂ＰＡスマートインターチェンジ設置事業
・橋りょう新設改良事業 17,500 千円
・交通安全施設設置事業 14,000 千円
・公園等維持管理事業 18,900 千円

△182,500 千円

・消防団員活動事業 4,527 千円
・自主防災組織育成事業 1,912 千円
・教育基金管理事業 107 千円
・小学校施設営繕事業 847,617 千円
・中学校施設営繕事業 280,542 千円
・阿木高校管理事務事業 32,918 千円
・幼稚園施設営繕事業 42,649 千円
・公民館総務事業 11,149 千円
・公民館を拠点とした地域づくり事業 1,000 千円
・芝居小屋管理事業 1,523 千円
・文化振興事業 20 千円
・文化会館改修事業 5,400 千円
・文化施設管理運営事業 6,491 千円
・学校給食管理運営事業 27,054 千円
・道路橋りょう災害復旧事業 △31,000 千円
・河川災害復旧事業 △8,000 千円

■ 特別会計・企業会計の補正概要
会計

金額（千円）

内

容

国民健康保険事業会計
（事業勘定）

42

・国民健康保険基金管理事業

42 千円

介護保険事業会計

40

・介護給付費準備基金積立金

40 千円

病院事業会計

お問い合わせ先
財務部 財政課 担当者：葛西
電話：0573-66-1111（内線 343）

54,514

・退職給付費（国保坂下病院） 44,736 千円
・退職給付費（坂下老人保健施設） 9,778 千円

