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平成 28 年度 2 月補正予算の概要 
 

平成 2 9 年 2 月 1 4 日

富 谷 市

報 道 発 表 資 料

 

 今回の補正予算は、「富谷市地方創生総合戦略」に基づく事業のうち、国の第 2 次補正予算で計

上された地方創生拠点整備交付金を活用した事業に対応する経費を追加するほか、「とみやスイー

ツ基金」の創設に伴う積立金の追加、事務事業の執行状況に応じた調整を中心に編成しました。 

 

1.補正予算の規模について 

 ・一般会計 203,852 千円を追加  補正後の額  14,134,438 千円 

 ・特別会計   97,300 千円を減額  補正後の額   8,193,382 千円 

 ・企業会計   4,972 千円を追加  補正後の額   1,124,837 千円 

 

2.主な補正内容について 

①（仮称）富谷まちづくり産業交流プラザ整備事業【新規】       ４４６，８８０千円 

   本市の地方創生総合戦略を推進するため、起業支援等の拠点施設として新たに整備すると共

に、民俗ギャラリーを移転併設し、歴史教育、文化活動の場として環境整備を図るもの 

 

    財 源  ・地方創生拠点整備交付金 223,461 千円 ★全国市町村上位 5番目の交付額★ 

      ・市  債        213,200 千円 

      ・一般財源         25,219 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②とみやスイーツ基金の創設【新規】                   １，０００千円 

昨年の国際スイーツ博覧会において、ショコラティエの三枝俊介氏が代表を務める「スイー

ツキャンドルプロジェクト」からの寄附金 100 万円を原資に基金を創設し、新規事業として立

ち上げる「とみやスイーツ活性化事業」の中で、子どもが関わる新たな事業を展開するもの 

 

③その他 

  一般会計で繰越明許費１０件、地方債の追加及び変更を設定 

その他、補正内容は別紙のとおり 

（仮称）富谷まちづくり産業交流プラザ整備事業

総事業費　461,880千円　※1

拠点整備交付金（補助率1/2）

　223,461千円（財源構成比：48.4％）

市債　※2

　213,200千円（財源構成比：46.1％）

※1　総事業費には、12月補正で計上した建設設計業務委託料15,000千円を含む。

※2　市債の元利償還金は、後年度において、その50％が基準財政需要額に算入され、交付税措置される。

一般財源 25,219千円（財源構成比：5.5％）



1.予算規模 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

13,930,586 203,852 14,134,438

8,290,682 △ 97,300 8,193,382

1,119,865 4,972 1,124,837

23,341,133 111,524 23,452,657

※企業会計については、収益的支出額及び資本的支出額の合計額を記載しています。

2.一般会計補正額一覧 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

165,614 △ 2,520 163,094

1,863,337 △ 44,574 1,818,763

6,008,111 △ 78,997 5,929,114

1,172,743 △ 37,022 1,135,721

31,090 435,389 466,479

101,204 △ 1,332 99,872

138,180 1,630 139,810

1,268,577 △ 68,769 1,199,808

648,880 1,209 650,089

1,993,284 △ 1,298 1,991,986

15,209 136 15,345

524,357 524,357

13,930,586 203,852 14,134,438

市税 5,623,301 103,000 5,726,301

分担金及び負担金 267,931 △ 213 267,718

使用料及び手数料 99,619 △ 175 99,444

国庫支出金 1,907,965 166,926 2,074,891

県支出金 758,253 8,582 766,835

財産収入 27,349 3,584 30,933

寄附金 27,683 3,038 30,721

繰入金 1,122,087 △ 191,801 930,286

諸収入 471,527 △ 8,989 462,538

市債 1,065,900 119,900 1,185,800

その他 2,558,971 2,558,971

13,930,586 203,852 14,134,438

同
上
財
源

歳入合計

商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

歳出合計

その他

農林水産業費

区　分

一般会計

特別会計

企業会計

合　計

区　分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費
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民生費
事業名 補正額 補正内容 担当課 区分

社会福祉総務事務 4,764
自立支援給付費等の過年度精算による返還金が見
込まれるため

地域福祉課 追加

障害者自立支援給付事業 8,749
受給者数と給付費の増により障害者自立支援給付
費の増が見込まれるため

地域福祉課 追加

子ども医療費助成事業 10,277
インフルエンザや感染性胃腸炎の流行による医療費
の増が見込まれるため

子育て支援課 追加

国民健康保険特別会計繰出金 17,083
平成28年度国民健康保険基盤安定負担金等、国県
の法定負担額の確定などの事由により、国民健康保
険特別会計に繰出しをするもの

健康増進課 追加

認可保育所運営事業 18,629 認可保育所運営の委託費の増が見込まれるため 子育て支援課 追加

認可外保育所運営費補助事業 1,600
認可外保育所に通園する保護者への保育料助成対
象額の増が見込まれるため

子育て支援課 追加

認可保育所設置事業 57,346
杜乃橋地区の認定こども園建設に関し、国補助金の
内示額に合わせ、市負担分も増額するため

子育て支援課 追加

障害児通所支援事業 16,923 障害児デイサービスの増が見込まれるため 地域福祉課 追加

衛生費
事業名 補正額 補正内容 担当課 区分

松森工場共同整備事業 4,492 松森工場のボイラー改修工事負担金の増によるもの 市民生活課 追加

労働費
事業名 補正額 補正内容 担当課 区分

（仮称）富谷まちづくり産業交流
プラザ整備事業

435,389

起業・創業支援拠点施設等として活用するため、旧
役場庁舎を改修するための工事請負費等。 財源は、
国の地方創生拠点整備交付金217,716千円及び（仮
称）富谷まちづくり産業交流プラザ整備事業債
211,800千円を充当

産業振興課 新規

農林水産業費
事業名 補正額 補正内容 担当課 区分

農地集積・集約化対策事業 1,400
農地中間管理事業による、農地の賃借において「経
営転換協力金」（貸し手への支援）の交付承認により
増額するもの

産業振興課 追加

商工費
事業名 補正額 補正内容 担当課 区分

とみやスイーツ基金費 1,000

スイーツのまちとしてのシティブランド確立に向けた地
域産業振興の推進を通じて、将来を担う子どもたちの
健全な育成を図るため、寄附金を基に基金を設置す
るもの

産業振興課 新規

土木費
事業名 補正額 補正内容 担当課 区分

下水道事業特別会計繰出金 3,621
流域下水道維持管理負担金の増により、下水道事業
特別会計に繰出しをするもの

上下水道課 追加

消防費
事業名 補正額 補正内容 担当課 区分

黒川地域行政事務組合（消防）
負担金事務

3,109
平成２８年度普通交付税の常備消防費に係る基準財
政需要額により負担金を算定したもの

総務課 追加

教育費
事業名 補正額 補正内容 担当課 区分

市立中学校維持管理事業 1,813 中学校の緊急修繕等を行うもの 教育総務課 追加

私立幼稚園預かり保育助成事業 1,266 私立幼稚園預かり保育助成金の申請者増のため 教育総務課 追加

民俗ギャラリー運営・維持管理事
業

9,194
（仮称）富谷まちづくり産業交流プラザに移転整備さ
れる民俗ギャラリーの備品購入費11,491千円、その
他執行残の減額するもの

生涯学習課 新規

3.一般会計の主な補正内容

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

3



4.特別会計補正の主な補正内容 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

4,526,801 △ 90,703 4,436,098

（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

902,489 3,428 905,917

（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

2,537,474 8,466 2,545,940

（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

323,918 △ 18,491 305,427

　　主な補正内容は、保険料の減額及び市制移行に伴う支出額確定による不用額の減額

区　分

国民健康保険特別会計

　　主な補正内容は、国県支出金等の確定による増額、保険給付費の増額及び不用額の減額

区　分

下水道事業特別会計

　　主な補正内容は、公共下水道使用料徴収事務委託及び吉田川流域下水道維持管理負担金の増額

区　分

介護保険特別会計

　　主な補正内容は、介護保険料の増額、各種介護サービス見直しによる増減額

区　分

後期高齢者医療特別会計
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