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令和元年度 １１月専決補正予算の概要 
富谷市記者会見資料 2-1

令 和 元 年 １ １ 月 ２ ６ 日

１ 補正予算の規模 

    一般会計         323,349 千円を増額  補正後の額  14,229,865 千円 

  

２ 一般会計補正予算の概要 

 台風第１９号に係る災害復旧費等所要額を計上したもの。 

なお，迅速に復旧事業へ着手するため，本補正予算については，１１月１日付け専決処分

としたもの。 

 

３ 一般会計歳入歳出（款別）内訳について       （単位：千円） 

歳入（款）     補正額 歳出（款）   補正額 

14 国庫支出金 100,335 2  総務費 500

19 繰越金 39,214 6  農林水産業費 2,000

21 市債 183,800 9  消防費 4,499

 11  災害復旧費 316,350

計 323,349 計 323,349

  

４ 事業費及び財源内訳について 

（単位：千円） 

 

← →

農林施設災害復旧費 公共土木施設 その他公共施設
災害復旧費 ・公用施設災害

復旧費
← → ← → ← → ← →

一般

財源

（当該借入に伴う元利

償還金の95％を、基準

財政需要額へ算入）

交付税措置47.5％

（本市財政力補正に
より48.2％算入・令

和元年度ﾍﾞｰｽ）

交付税措置100％
（農地等）

【激甚指定による】

50,600

一般単独災害復旧
事業債

小災害復旧事業債
（農地等）

80,000 53,200

交付税措置95％

国費

100,335 39,214

市債 183,800

補助災害復旧
事業債

181,000 123,587 11,763

他

6,999

323,349
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令和元年度 １２月補正予算の概要 
 

 

１ 補正予算の規模 

 （１）一般会計         549,988 千円を増額  補正後の額  14,779,853 千円 

 （２）国民健康保険特別会計      2,517 千円を増額  補正後の額   4,242,545 千円 

 （３）下水道事業特別会計         293 千円を増額  補正後の額    859,573 千円 

 （４）介護保険特別会計         392 千円を増額  補正後の額   2,918,118 千円 

  （５）後期高齢者医療特別会計     385 千円を増額  補正後の額    363,223 千円 

 （６）水道事業会計 収益的支出  1,235 千円を増額   補正後の額  1,150,661 千円 

 

 

２ 一般会計補正予算の概要 

 老朽化している町内会館の建替えや，町内会（市民）要望を踏まえた緑地等の整備に加え，

マーチングバンドの全国大会出場補助金や 2020 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催記念マラソン

実施に係る調査費を計上するもの。 

また，台風第１９号に係る農林施設災害復旧費を追加計上するとともに，持続可能な財政

運営の観点から市債残高を抑制するため，減債基金を活用して繰上償還を行うもの。 

 

３ 一般会計歳入歳出（款別）内訳について       （単位：千円） 

歳入（款）     補正額 歳出（款）   補正額 

10 地方交付税 18,382 1 議会費 589

12 分担金及び負担金 1,100 2 総務費 53,771

14 国庫支出金 60,621 3 民生費 27,941

15 県支出金 21,810 4 衛生費 2,187

18 繰入金 200,000 6 農林水産業費 2,415

19 繰越金 166,541 7 商工費 455

20 諸収入  5,034 8 土木費 8,732

21 市債 76,500 9 消防費 30

 10 教育費 41,868

 11 災害復旧費 152,000

 12 公債費 250,000

 13 予備費 10,000

計 549,988 計 549,988

  



3 
 

４ 一般会計歳出の主な補正内容について  

 

（１） 町内会館整備事業 ３８，２５１千円 

     西成田公会堂の老朽化に伴い、（仮称）西成田会館を整備するため、工事費等

所要額を計上するもの。また、併せて繰越明許費を設定するもの。 

 

（２） 学校給食センター運営・維持管理事業 ３３８，９０４千円【債務負担行為】 

学校給食センターの調理等業務を外部委託するため，所要額について債務負担

行為を設定するもの。 

 

（３） 都市公園維持管理事業 ４，９５３千円 

     地元町内会からの要望に基づき，明石台地区内緑地へのコンクリート階段整備

等所要額を計上するもの。 

    （緑地コンクリート階段整備 1,867 千円，明石台緑地内砕石舗装 721 千円， 

明石台東公園広場整備 2,365 千円） 

 

（４） 芸術・文化活動団体等支援事業 ４，１２０千円 

     「富ケ丘小学校」及び「成田東小学校」の金管バンドと，「とみやマーチング

エコーズ」のマーチング全国大会出場に関し，補助金を交付するもの。  

 

（５） 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催記念事業 ２，２００千円 

     来年度開催（大和町との共催）予定の「マラソン大会」実施に係る事前準備と

して，調査業務委託費を計上するもの。（負担割合１/２） 

 

（６） 農林施設災害復旧費 １５２，０００千円 

     台風第 19 号被害に関し，11 月専決補正予算後に判明した復旧経費を追加計上

するもの。 

     （財源：国費 56,600 千円，市債 76,500 千円） 

 

（７） 職員給与（特別職含む）の改定等に要する経費 １２，７０７千円 

人事院勧告に基づき、国が行う「一般職の職員の給与に関する法律等」及び「特

別職の職員の給与に関する法律」の一部改正に準じて、本市の職員給与（特別職・

含む）を改定するため、所要額を計上するもの。 

 

（８） 公債費・繰上償還の実施 ２５０，０００千円 

     市債残高を抑制するため，減債基金を活用（200,000 千円繰入）し，平成 23 年

度に借入れを行った「臨時財政対策債」の一部を繰上償還するもの。 

【繰上償還：平成 14 年度以来，17 年振りの実施】 

     

 

 


