
 

 

 

 

 

 

 

 

 

フードボックスの設置について ～宮城県内初の取り組み～  

 富谷市では、生活困窮者が置かれている現状や食品余剰問題への意識向上を目指

すと共に，家庭の食品を提供しやすい環境の場をつくることにより，多くの食品回

収を実現し，回収した食品を必要としている方に提供し役立てるために，特定非営

利活動法人ふうどばんく東北 AGAIN と連携し，宮城県内で初のフードボックスを富

谷市役所内に設置することとなりました。 

 報道機関の皆様におかれましては、ぜひ、取材していただきますようお願いいた

します。 

記 

１．日 時 平成２９年１１月２９日（水）午前１０時～１０時４０分（予定） 

２．場 所 富谷市役所３階３０５会議室、１階地域福祉課前 

３．主 催 富谷市、特定非営利活動法人ふうどばんく東北 AGAIN 

４．内 容 午前１０時００分～ 覚書締結式（場所：３階３０５会議室） 

午前１０時２０分～ フードボックス設置式 

（場所：１階地域福祉課前） 

５．出席者 富谷市長 若生 裕俊 

      特定非営利活動法人ふうどばんく東北 AGAIN 理事 白木福次郎 

６．その他 提供いただく商品及び特定非営利活動法人ふうどばんく東北 AGAIN の

概要並びにフードボックスの概要は別紙のとおり 
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保健福祉部地域福祉課 

担当：制野 

連絡先：３５８－３２９４ 
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市の職員給与についてお知らせします
「富谷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の平均給料月額について公表します。
詳細は市ホームページに掲載しています。

■職員（一般行政職）の平均年齢、給料月額等（平成29年4月1日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

富谷市 40.8歳 284,594円 349,756円

宮城県 42.2歳 320,409円 401,146円

国 43.6歳 330,531円 410,719円

類似団体 41.7歳 309,814円 374,408円

■期末手当・勤勉手当の状況（平成28年度）

区分
一人当たり
平均支給額

支給割合 加算措置の状況
期末手当 勤勉手当

職制上の段階、
職務の級等によ
る加算措置【有】

役職加算 管理職加算
富谷市 1,351千円 2.6月分

1.7月分
5～15% ー

宮城県 1,735千円 2.6月分 5～20% 15～25%
国 ー 2.6月分 5～20% 10～25%

※国は、一人当たりの平均支給額を公表していません。

・ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる地域手当、扶
養手当、調整手当、住居手当、時間外手当などの諸手当を合計し
たものです。なお、国の平均給与月額には、時間外手当は含まれ
ていません。

・ 類似団体の値は、平成28年4月1日現在です。
※ 類似団体とは…人口と産業構造（産業別就業人口の比率）によって

市町村を分類し、同じ類型に属した市町村のことです。なお、富
谷市は4月1日現在で分類される町村の区分に属されます。【県内
類似団体…大河原町、柴田町、亘理町、利府町、大和町、美里町】

問 総務課　人事管理担当（☎358-0621）
平成29年度上半期の

予算執行状況
問 財政課　財務担当（☎358-0619）

　平成29年度の上半期（Ｈ29年9月30日現在）の予算執行状況は、
一般会計では、予算額139億61万円に対して、収入済額が66億7,117
万円（収入率48.0％）、支出済額は52億6,029万円（執行率37.8％）
となっています。
　皆さんに納めていただいている市税については、予算額57億3,881
万円に対して、収入済額32億1,128万円で、収入率は56.0％となっ
ています。
　その他、市の財産や借金（市債）の現在高については下記のとおり
となっています。

一般会計

会　計　名 予算額 収入済額 支出済額

国民健康保険 45億2,400
万円

18億6,710
万円

18億5,493
万円

下 水 道 事 業 8億8,511
万円

3億7,986
万円

3億5,930
万円

介 護 保 険 26億3,419
万円

9億4,867
万円

9億9,247
万円

後期高齢者医療 3億1,426
万円

1億 887
万円

1億 1,084
万円

土　地 4,022,610㎡
建　物 149,242㎡
基　金 90億8,527万円

一般会計財政調整基金 38億9,691万円
減債基金 3,386万円
庁舎整備基金 4億5,344万円
ふるさと富谷創造基金 2億3,769万円
ユーマイタウン施設整備基金 18億 505万円
長寿社会福祉基金 2億4,034万円
伊藤一・イヨ奨学基金 1,883万円
とみやスイーツ基金 100万円
(一般会計分　計) 66億8,612万円
介護給付費準備基金 2億3,606万円
国民健康保険事業財政調整基金 14億3,959万円
国民健康保険高額療養費貸付基金 904万円
国民健康保険出産資金貸付基金 121万円
土地開発基金 7億1,325万円

区　　分 予算額 執行済額

収益的収支
収入 11億3,985万円 5億 92万円

支出 11億3,949万円 4億5,396万円

資本的収支
収入 1万円 0万円

支出 1億5,281万円 9,067万円

一般会計 64億5,062万円
下水道事業会計 18億3,896万円
水道事業会計 12億2,541万円

歳 入 予 算 額
収入済額
収 入 率　　48.0％

予 算 額
支出済額
執 行 率　　37.8％

市　　税

諸 収 入

　

繰 越 金

そ の 他

地方交付税

国県支出金

地方譲与税

市　　債

民 生 費

教 育 費

総 務 費

土 木 費

衛 生 費

消 防 費

公 債 費

そ の 他：予算額 ：予算額
：収入済額 ：支出済額

139億 61万円
66億7,117万円

139億 61万円
52億6,029万円

歳 出

使用料及び
手　数　料

譲与税・
交付金

57億3.881万円
32億1,128万円
57億3,881万円
32億1,128万円

4億7,533万円
1億3,844万円

9,733万円
5,843万円

4億6,961万円
4億6,961万円
7億5,981万円
1億4,022万円

12億8,872万円
9億6,776万円

30億7,625万円
10億7,051万円

1億2,200万円
4,135万円

8億9,086万円
5億7,357万円
9億8,189万円

0 円

55億8,538万円
20億1,943万円
55億8,538万円
20億1,943万円

19億4,066万円
7億2,681万円

16億4,947万円
7億3,767万円

13億 128万円
3億5,583万円
12億8,042万円
3億2,438万円

4億7,632万円
1億5,878万円

6億7,321万円
4億7,805万円

9億9,387万円
4億5,934万円

特別会計

水道事業会計

市有財産の現在高

市債の現在高

10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙・
宮城県知事選挙投票区別投票率のお知らせ

投票区 投票所 小選挙区 比例代表 国民審査 県知事

第１ 富谷中央公民館 49.24 49.24 48.76 50.18

第２ 太子堂会館 55.30 55.30 54.95 56.09

第３ 二ノ関会館 56.65 56.65 56.65 56.76

第４ 今泉会館 64.52 64.52 62.90 65.15

第５ 西成田コミュニティセンター 59.57 59.57 59.35 59.57

第６ 東向陽台公民館 59.02 59.02 58.90 59.48

第７ 富ケ丘公民館 57.59 57.55 55.89 58.14

第８ 鷹乃杜防災センター 51.15 51.15 51.06 51.63

第９ あけの平公民館 55.83 55.83 55.38 56.39

第10 日吉台公民館 56.67 56.67 56.13 57.19

第11 成田公民館 56.41 56.38 55.09 56.98

第12 明石台小学校 63.11 63.11 62.72 63.46

合　計 56.35 56.34 55.68 56.93

県平均 52.83 52.83 52.58 53.29

前回投票率 49.36 49.38 47.76 36.22
※期日前投票・不在者投票等は各投票所に含みます。
　第3・4・5投票所では、投票時間を1時間短縮しました。
問 富谷市選挙管理委員会（総務課内☎358-0621）

県内初 市役所内にフードボックスを設置
～ NPO法人ふうどばんく東北AGAINと連携協力～
　生活困窮者等で食事に困っ
ている方のために、成田地区
で活動しているNPO法人ふ
うどばんく東北AGAINと協
力し、フードボックスを市役
所内に設置しています。
　自宅に賞味期限が残ってい
て提供可能な食品がありまし
たら、フードバンク活動へのご協力をお願いします。

フードバンク活動とは･･･
　品質には何ら問題ないものの、やむなく廃棄されて
しまう食品を企業や団体、個人の方から無償で提供し
ていただき、生活困窮者や福祉施設等へ無償でお届け
する活動です。
【設置期間】11月29日（水）～12月22日（金）
【設置場所】市役所1階地域福祉課前
【受付時間】8：30～17：00

　　　　　　※土・日曜日、祝日を除きます。
【受付食品】 缶詰類、レトルト食品、お米、乾燥麺類

など
　　　　　　※ 賞味期限が1か月以上残っており未開

封のもの。ただし生鮮食品を除きます。
問 地域福祉課 地域生活支援担当（☎358-3294）
　NPO法人ふうどばんく東北AGAIN
　（　070-6494-7044）

（単位：%）
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