
「平成３０年度伊勢崎市一般会計補正予算第３号」

１．歳入歳出予算の補正

（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の予算額 補正予算額 計 　補　　正　　の　　内　　容 

 　１ 市 税 30,313,961 101,978 30,415,939 ・現年課税分（個人市民税）　286,978　・現年課税分（法人市民税）　△120,000　・現年課税分（市たばこ税）　△65,000

 　２ 地 方 譲 与 税 730,000 0 730,000

 　３ 利 子 割 交 付 金 20,000 0 20,000

 　４ 配 当 割 交 付 金 80,000 0 80,000

　５ 株式等譲渡所得割交付金 100,000 0 100,000

　６ 地方消費税交付金 3,850,000 0 3,850,000

　７ ゴルフ場利用税交付金 1,600 0 1,600

　８ 自動車取得税交付金 200,000 0 200,000

 ９ 地方特例交付金 173,000 35,810 208,810 ・地方特例交付金　35,810

 １０ 地 方 交 付 税 6,030,000 163,854 6,193,854 ・地方交付税（普通交付税）　163,854

 １１ 交通安全対策特別交付金 38,000 0 38,000

 １２ 分担金及び負担金 851,487 16,701 868,188 ・児童福祉費負担金　17,304　・小学校費負担金　△333　・中学校費負担金　△262

 １３ 使用料及び手数料 1,010,704 △ 15,646 995,058
・住宅使用料　△11,409　・教育総務使用料　246　・中等教育学校使用料　△1,020　・保健体育使用料　△280
・保健衛生手数料　△110　・土木管理手数料　△2,590　・都市計画手数料　△484

 １４ 国  庫  支  出  金 11,744,342 △ 540,476 11,203,866

・児童福祉費負担金　178,413　・総務管理費補助金　△11,882　・戸籍住民基本台帳費補助金　△1,728
・社会福祉費補助金　△55,440　・児童福祉費補助金　△8,700　・保健衛生費補助金　△1,250　・清掃費補助金　△261,599
・土木管理費補助金　△2,549　・道路橋りょう費補助金　△71,112　・都市計画費補助金　△238,239
・住宅費補助金　△26,317　・小学校費補助金　△10,924　・社会教育費補助金　△27,316

 １５ 県  支  出  金 5,827,892 △ 325,664 5,502,228
・社会福祉費負担金　△13,351　・児童福祉費負担金　30,657　・社会福祉費補助金　△37,507　・児童福祉費補助金　42,396
・保健衛生費補助金　△2,101　・清掃費補助金　△7,105　・農業費補助金　△36,901　・社会教育費補助金　△2,307
・徴税費委託金　7,003　・選挙費委託金　3,152　・都市計画費委託金　△308,795

 １６ 財  産  収  入 51,807 53,412 105,219 ・利子及び配当金　△2,502　・土地売払収入　55,914

 １７ 寄　　附　　金 1,014 4,339 5,353 ・総務管理費寄附金　1,640　・社会福祉費寄附金　1,514　・教育総務費寄附金　1,185

 １８ 繰　　入　　金 3,961,096 △ 1,104,870 2,856,226

・学校給食センター事業会計繰入金　14,435　・後期高齢者医療特別会計繰入金　9,825　・財政調整基金繰入金　△1,047,593
・都市環境整備基金繰入金　30,000　・都市計画事業基金繰入金　△51,000　・交通遺児入学卒業祝金支給基金繰入金　△163
・市民のもり等建設基金繰入金　△1,000　・公共施設整備基金繰入金　△59,000　・学校教育振興基金繰入金　△211
・グローバル人材育成奨励基金繰入金　△163

 １９ 繰　　越　　金 969,340 0 969,340

 ２０ 諸　　収　　入 3,430,413 △ 173,819 3,256,594

・延滞金　28,000　・労働諸費貸付金元利収入　△8,460　・商工費貸付金元利収入　△270,016　・発電電力売却代　33,344
・宝くじ市町村交付金　3,283　・電子計算業務負担金受入金　1,669　・広告掲載料　2,176
・群馬県後期高齢者医療広域連合派遣職員分受入金　△1,855　・広域連合人間ドック検診助成金受入金　△1,420
・共益費　△1,600　・保留地処分金　△25,608　・公共施設管理者負担金受入金　21,231　・療養給付費負担金精算金　18,590
・スポーツ振興くじ助成金　24,000　・博報賞副賞金　1,000　・自治体クラウド導入団体支援事業費受入金　2,916

 ２１ 市 債 7,177,800 △ 1,131,800 6,046,000

・総務管理事業債　△600　・合併特例事業債（総務債）　△500　・合併特例事業債（民生債）　△3,200
・合併特例事業債（衛生債）　△687,400　・農村整備事業債　△400　・都市計画事業債　△157,300
・公営住宅建設事業債　△55,300　・合併特例事業債（土木債）　△39,500　・合併特例事業債（消防債）　△13,200
・合併特例事業債（教育債）　△110,800　・教育施設整備事業債　28,900　・臨時財政対策債　△92,500

    歳   入   合   計 76,562,456 △ 2,916,181 73,646,275

1



（歳　出） （単位：千円）

款 補正前の予算額 補正予算額 計 補　　正　　の　　内　　容 

 １ 議　　会　　費 461,471 △ 2,563 458,908 ・議会運営事業　△2,563

 ２ 総　　務　　費 7,161,740 △ 261,558 6,900,182
・人件費　△32,778　・職員管理事業　△5,683　・文書管理事業　△7,605　・広報広聴事業　△6,800
・地域行政対策事業　△5,692　・行政情報化推進事業　△15,673　・電子計算業務管理運営事業　△129,700
・県議会議員選挙費　3,152　・市議会議員選挙費　△26,239

 ３ 民　　生　　費 30,182,316 13,501 30,195,817

・人件費　△13,433　・国民健康保険特別会計繰出金　△127,240　・臨時福祉給付金給付事業　10,568
・高齢者保護措置事業　△8,000　・在宅サービス事業　△8,400　・後期高齢者医療事業　△15,471
・後期高齢者医療特別会計繰出金　△13,784　・児童扶養手当給付事業　△83,589　・児童厚生施設管理運営事業　△21,919
・放課後児童健全育成事業　△72,018　・民間保育施設対策事業　416,433　・特別保育事業　△7,225
・民間保育所施設整備事業　△9,841

 ４ 衛　　生　　費 7,731,492 △ 922,954 6,808,538

・疾病予防対策事業（健康）　△5,355　・母子保健事業　△7,455　・環境対策事業　△7,367　・水道事業会計繰出金　△7,163
・病院事業会計繰出金　166,897　・特定地域生活排水処理事業費特別会計繰出金　△5,169　・ごみ収集事業　△5,600
・ごみ処理施設維持管理事業　△32,967　・茂呂クリーンセンター維持管理事業　△31,121　・し尿処理施設整備事業　△10,691
・最終処分場整備事業　△960,616

 ５ 労　　働　　費 246,605 1,388 247,993 ・勤労者融資事業　△8,460　・雇用対策事業　11,500

   ６ 農 林 水 産 業 費 1,405,089 △ 68,765 1,336,324
・園芸振興対策事業　△22,267　・人・農地総合対策事業　△6,685　・農地集積・集約化対策事業　△8,260
・県営小此木地区土地改良事業　△8,576　・農業集落排水事業費特別会計繰出金　△16,054　・国土調査事業　11,636

 ７ 商　　工　　費 2,973,067 △ 334,636 2,638,431 ・中小企業振興対策事業　△7,242　・企業誘致事業　△19,250　・金融対策事業　△297,100

 ８ 土　　木　　費 7,869,413 △ 1,053,444 6,815,969

・建築指導運営事業　△6,226　・道路維持事業　6,320　・外環状道路整備事業　△12,170
・市道（赤）３－２０２号線道路整備事業　△8,950　・市道（赤）１０８号線道路整備事業　△5,637
・市道（境）１１５号線道路整備事業　△18,422　・橋りょう維持事業　△55,500　・治水対策事業　△13,400
・茂呂第一土地区画整理事業　△34,900　・県営事業負担金　△51,660
・都市計画道路３・４・７１号道路改良事業（境保泉工区）　△26,417
・都市計画道路３・４・６９号道路整備事業（境米岡工区）　△303,035　・下水道事業費特別会計繰出金　△97,738
・公園維持管理事業　7,007　・密集住宅市街地整備促進事業　△20,790　・駅周辺第一土地区画整理事業　△72,156
・駅周辺第二土地区画整理事業　△224,150　・公営住宅管理事業　△6,773　・公営住宅ストック改善事業（建）　△72,317
・茂呂住宅建設事業　△8,444

 ９ 消　　防　　費 2,615,485 △ 24,333 2,591,152 ・伊勢崎市消防団運営事業　△7,799　・非常備消防施設整備事業　△5,393

 １０ 教　　育　　費 8,478,987 △ 185,832 8,293,155

・人件費　△39,244　・小学校施設管理事業　△6,233　・教育振興事業（小学校）　△5,108
・学校施設バリアフリー化整備事業（中学校）　△31,644　・教育振興事業（中学校）　12,370
・中等教育学校管理運営事業（後期課程）　△17,869　・田島弥平旧宅整備活用事業　△44,028
・学校給食センター事業費特別会計繰出金　1,602　・体育施設整備事業　△9,000

 １１ 災  害  復  旧  費 200 0 200

 １２ 公　　債　　費 7,286,591 △ 76,985 7,209,606 ・償還元金　△3,472　・利子　△73,513

 １３ 予　　備　　費 150,000 0 150,000

     歳  出  合  計 76,562,456 △ 2,916,181 73,646,275
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２．繰越明許費
（単位：千円）

款

２総務費

３民生費

６農林水産業費

８土木費

８土木費

８土木費

８土木費

８土木費

８土木費

８土木費

１０教育費

１０教育費

１０教育費

１０教育費

３．債務負担行為の補正

（追加）
（単位：千円）

４．地方債の補正

（追加）
（単位：千円）

合併特例事業 3,418,000

臨時財政対策 2,900,000

2,563,400

2,807,500

事　業　名 金　　額

１総務管理費 文化会館管理運営事業 50,046

２児童福祉費 民間保育所施設整備事業 15,870

項

国土調査事業 20,626

２道路橋りょう費 生活道路整備事業 14,170

２道路橋りょう費 市道（赤）３-２０２号線道路整備事業 39,310

１農業費

市道（赤）１０８号線道路整備事業 57,059

２道路橋りょう費 橋りょう維持事業 188,400

４都市計画費 茂呂第一土地区画整理事業 86,640

２道路橋りょう費

駅周辺第一土地区画整理事業

４都市計画費 駅周辺第二土地区画整理事業 249,800

224,407

２小学校費 小学校施設管理事業 28,406

４都市計画費

限　度　額

中学校施設管理事業 5,249

５幼稚園費 幼稚園施設管理事業 9,440

６社会教育費 田島弥平旧宅整備活用事業 33,976

３中学校費

旧宮郷公民館解体工事 平成31年度 26,000

補　正　後

総務管理事業 4,200 3,600

起債の目的

公営住宅建設事業 221,400 166,100

教育施設整備事業 0 28,900

農村整備事業 18,700 18,300

都市計画事業 615,500 458,200

限　度　額

補　正　前

事 項 期 間
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「平成３０年度伊勢崎市小型自動車競走事業費特別会計補正予算第１号」

１．歳入歳出予算の補正
（単位：千円）

会計名 補正前の予算額 補正予算額 計

歳入

歳出

「平成３０年度伊勢崎市学校給食センター事業費特別会計補正予算第２号」

１．歳入歳出予算の補正
（単位：千円）

会計名 補正前の予算額 補正予算額 計

歳入

歳出

２．繰越明許費
（単位：千円）

款 金　　額

１運営費 70,973

３．地方債の補正

（変更）
（単位：千円）

「平成３０年度伊勢崎市国民健康保険特別会計補正予算第２号」

１．歳入歳出予算の補正
（単位：千円）

会計名 補正前の予算額 補正予算額 計

歳入

歳出

　補　　正　　の　　内　　容 

国民健康保険 19,870,779 766,457 20,637,236

　補　　正　　の　　内　　容 

学校給食センター事業費 4,115,815 △ 7,505 4,108,310

・事業収入　3,235　・学校給食センター事業費委託金　1,011　・一般会計繰入金　1,602　・繰越金　20,947　・教育債　△34,300

・人件費　△20,182　・給食センター管理運営事業　4,440　・給食センター施設整備事業　△456
・給食センター整備事業　△2,710　・学校給食事業　9,748　・利子　△12,780　・一般会計繰出金　14,435

・一般被保険者国民健康保険税　△112,000　・保険給付費等交付金　524,357　・利子及び配当金　150
・一般会計繰入金　△127,240　・その他繰越金　481,203　・雑入　△13

・人件費　△2,358　・国保管理運営事業　△1,205　・療養給付事業（一般）　373,517　・高額療養費支給事業（一般）　152,735
・医療給付費分（一般）　△30,313　・医療給付費分（退職）　△4,099　・後期高齢者支援金等分（一般）　△16,217
・後期高齢者支援金等分（退職）　△2,546　・介護納付金分　△19,268　・特定健康診査等事業　△3,537　・基金積立金　319,748

　補　　正　　の　　内　　容 

小型自動車競走事業費 15,710,283 1,470,844 17,181,127

・勝車投票券発売収入　1,303,550　・利子及び配当金　14　・繰越金　286,833　・雑入　△119,553

・人件費 △3,673　・オートレース場施設維持管理事業　154,896　・オートレース開催運営事業　1,144,084　・予備費　175,537

項

１運営費

合併特例事業 2,142,900 2,108,600

事　業　名

給食センター整備事業

起債の目的
限　度　額

補　正　前 補　正　後
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「平成３０年度伊勢崎市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号」

１．歳入歳出予算の補正
（単位：千円）

会計名 補正前の予算額 補正予算額 計

歳入

歳出

「平成３０年度伊勢崎市介護保険特別会計補正予算第３号」

１．歳入歳出予算の補正
（単位：千円）

会計名 補正前の予算額 補正予算額 計

歳入

歳出

「平成３０年度伊勢崎市下水道事業費特別会計補正予算第３号」

１．歳入歳出予算の補正
（単位：千円）

会計名 補正前の予算額 補正予算額 計

歳入

歳出

２．繰越明許費
（単位：千円）

款 金　　額

１公共下水道費 23,033

１公共下水道費 10,170

１公共下水道費 40,620

３．地方債の補正

（変更） （単位：千円）

　補　　正　　の　　内　　容 

後期高齢者医療 2,206,141 35,858 2,241,999

・後期高齢者医療特別徴収保険料　14,697　・後期高齢者医療普通徴収保険料　22,300　・一般会計繰入金　△13,784
・繰越金　6,641　・雑入　6,004

・人件費　△2,272　・後期高齢者医療運営事業　△64　・後期高齢者医療広域連合納付金　28,369　・一般会計繰出金　9,825

　補　　正　　の　　内　　容 

介護保険 16,863,179 16,660 16,879,839

・保険料　△29,122　・国庫支出金　36,631　・支払基金交付金　7,327　・県支出金　1,665　・財産収入　236　・繰入金　△77

・総務管理費　△1,742　・介護予防・生活支援サービス事業費　31,923　・一般介護予防事業費　△4,861
・包括的支援事業・任意事業費　△8,972　・その他諸費　76　・基金積立金　236

下水道事業費 3,567,639 △ 146,398 3,421,241

・下水道事業負担金　27,314　・下水道使用料　△14,334　・下水道事業費国庫補助金　△16,860
・下水道事業費県補助金　△2,500　・一般会計繰入金　△97,738　・繰越金　55,499
・水洗便所改造資金貸付金元利収入　△1,000　・雑入　△6,479　・土木債　△90,300

・人件費　△10,490　・公共下水道総務管理事業　△19,824　・汚水施設事業（公共）　△6,874　・浸水対策事業　△24,726
・終末処理場事業　△7,141　・普及促進事業（公共）　△20,000　・汚水施設維持管理事業（公共）　△15,505
・雨水施設維持管理事業　△504　・終末処理場維持管理事業（公共）　△28,149　・汚水施設事業（流域）　△356
・汚水施設維持管理事業（流域）　△2,339　・流域下水道単独事業　△2,655　・終末処理場維持管理事業（流域）　△2,255
・利子　△5,580

１公共下水道費 浸水対策事業

３公共下水道費（流域関連） 汚水施設事業

　補　　正　　の　　内　　容 

項 事　業　名

１公共下水道費 汚水施設事業

起債の目的
限　度　額

補　正　前 補　正　後

下水道事業 866,800 776,500 5



「平成３０年度伊勢崎市農業集落排水事業費特別会計補正予算第２号」

１．歳入歳出予算の補正 （単位：千円）

会計名 補正前の予算額 補正予算額 計

歳入

歳出

２．地方債の補正

（変更） （単位：千円）

「平成３０年度伊勢崎市特定地域生活排水処理事業費特別会計補正予算第１号」

１．歳入歳出予算の補正 （単位：千円）

会計名 補正前の予算額 補正予算額 計

歳入

歳出

２．地方債の補正

（変更） （単位：千円）

「平成３０年度伊勢崎市病院事業会計補正予算第３号」
（単位：千円）

会計名 補正前の予算額 補正予算額 計

（収益的収入）　補正なし （資本的収入）　　・他会計補助金　166,897　・補助金　5,334　・寄附金　2,000

（収益的支出）　補正なし （資本的支出） 補正なし

※病院事業の予算額については、支出予定額（収益的支出・資本的支出の合計）を掲載しています。

病院事業 17,586,300 0 17,586,300

　補　　正　　の　　内　　容 

特定地域生活排水処理事業費 29,664 △ 9,015 20,649

・浄化槽施設管理事業　△1,311　・浄化槽施設整備事業　△7,649　・利子　△55

・浄化槽分担金　△10　・特定地域生活排水処理事業費国庫補助金　△1,551　・特定地域生活排水処理事業費県補助金　△2,264
・一般会計繰入金　△5,169　・繰越金　3,579　・衛生債　△3,600

　補　　正　　の　　内　　容 

　補　　正　　の　　内　　容 

農業集落排水事業費 610,963 △ 3,601 607,362

・農業集落排水事業分担金　△1,095　・農業集落排水使用料 △263　・一般会計繰入金　△16,054　・繰越金　15,011
・水洗便所改造資金貸付金元利収入　△500　・農林水産業債　△700

・人件費　△70　・農業集落排水維持管理事業　△3,331　・利子　△200

起債の目的
限　度　額

補　正　前 補　正　後

農業集落排水事業 21,000 20,300

起債の目的
限　度　額

補　正　前 補　正　後

特定地域生活排水処理事業 9,700 6,100
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