
「令和元年度伊勢崎市一般会計補正予算第６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 31,013,562 △ 12,079 31,001,483 ・滞納繰越分（固定資産税）　△6,000　・現年課税分（軽自動車税）　△5,079　・滞納繰越分（都市計画税）　△1,000

 　２ 地 方 譲 与 税 738,279 0 738,279

 　３ 利 子 割 交 付 金 20,000 0 20,000

 　４ 配 当 割 交 付 金 100,000 0 100,000

　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 4,060,000 0 4,060,000

　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 110,000 0 110,000

　９ 環境性能割交付金 51,000 0 51,000

 １０ 地方特例交付金 516,000 46,787 562,787 ・地方特例交付金　46,787

 １１ 地 方 交 付 税 5,570,000 626,884 6,196,884 ・地方交付税（普通交付税）　626,884

 １２ 交通安全対策特別交付金 34,400 0 34,400

 １３ 分担金及び負担金 712,507 4,184 716,691
・児童福祉費負担金　4,838　・小学校費負担金　△360　・中学校費負担金　△272　・中等教育学校費負担金　△18
・幼稚園費負担金　△4

 １４ 使用料及び手数料 957,883 △ 699 957,184 ・都市計画使用料　414　・教育総務使用料　250　・中等教育学校使用料　△1,377　・都市計画手数料　14

 １５ 国  庫  支  出  金 12,119,940 △ 396,156 11,723,784

・社会福祉費負担金　8,799　・児童福祉費負担金　99,699　・総務管理費補助金　△161　・社会福祉費補助金　△155,281
・児童福祉費補助金　△46,424　・保健衛生費補助金　3,960　・清掃費補助金　△1,213　・土木管理費補助金　△2,143
・道路橋りょう費補助金　△75,764　・都市計画費補助金　△138,415　・住宅費補助金　△41,741　・消防費補助金　368
・小学校費補助金　△1,061　・中学校費補助金　△933　・幼稚園費補助金　△23,138　・社会教育費補助金　△12,877
・道路橋りょう費委託金　△9,831

 １６ 県  支  出  金 6,631,256 △ 88,515 6,542,741

・社会福祉費負担金　925　・児童福祉費負担金　39,744　・農業費負担金　27,105　・総務管理費補助金　△10,237
・社会福祉費補助金　△92,907　・児童福祉費補助金　1,783　・保健衛生費補助金　△1,061　・清掃費補助金　△9,278
・農業費補助金　1,499　・林業費補助金　42　・商工費補助金　△152　・土木管理費補助金　△904
・都市計画費補助金　△23　・教育総務費補助金　17,008　・社会教育費補助金　△3,127　・徴税費委託金　5,841
・選挙費委託金　△64,110　・社会福祉費委託金　△163　・都市計画費委託金　△500

 １７ 財  産  収  入 45,226 15,260 60,486 ・利子及び配当金　△2,292　・土地売払収入　17,552

 １８ 寄　　附　　金 10,614 5,143 15,757 ・社会福祉費寄附金　2,095　・児童福祉費寄附金　△1　・教育総務費寄附金　3,049

 １９ 繰　　入　　金 4,240,637 △ 1,552,251 2,688,386

・学校給食センター事業会計繰入金　29,272　・後期高齢者医療特別会計繰入金　17,519　・財政調整基金繰入金　△1,625,827
・都市環境整備基金繰入金　△4,000　・都市計画事業基金繰入金　41,000　・交通遺児入学卒業祝金支給基金繰入金　△167
・奨学資金基金繰入金　△2,762　・市民のもり等建設基金繰入金　△100　・公共施設整備基金繰入金　△6,000
・学校教育振興基金繰入金　△192　・グローバル人材育成奨励基金繰入金　△994

 ２０ 繰　　越　　金 1,046,792 0 1,046,792

 ２１ 諸　　収　　入 4,197,034 △ 605,012 3,592,022

・延滞金　38,000　・労働諸費貸付金元利収入　△10,317　・商工費貸付金元利収入　△236,081
・教育総務費受託事業収入　△236　・宝くじ市町村交付金　1,241　・広告掲載料　1,242
・群馬県後期高齢者医療広域連合派遣職員分受入金　1,223　・広域連合人間ドック検診助成金受入金　△1,340
・共益費　△6,232　・保留地処分金　△18,464　・公共施設管理者負担金受入金　△9,378
・療養給付費負担金精算金　16,704　・常備消防受託事業収入精算金　3,085　・プレミアム付商品券販売収入　△380,000
・給食費収入　△3,169

 ２２ 市 債 7,499,900 △ 570,700 6,929,200

・合併特例事業債（総務債）　△47,300　・社会福祉事業債　△700　・児童福祉事業債　△18,600
・合併特例事業債（衛生債）　△83,900　・農村整備事業債　2,400　・道路橋りょう事業債　△28,500
・都市計画事業債　△225,800　・公営住宅建設事業債　△54,000　・合併特例事業債（土木債）　△66,400
・消防事業債　△100　・合併特例事業債（消防債）　△20,500　・社会教育事業債　△12,600
・合併特例事業債（教育債）　△14,700

    歳   入   合   計 79,776,630 △ 2,527,154 77,249,476
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（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 455,558 △ 3,883 451,675 ・人件費 △1,334　・議会運営事業　△2,549

   ２ 総　　務　　費 9,200,077 △ 251,754 8,948,323

・人件費　△21,182　・広報広聴事業　△5,532　・車両管理事業　△8,475　・地域振興事業　△13,800
・地域行政対策事業　△6,983　・交通対策事業　△6,460　・電子計算業務管理運営事業　△53,513
・固定資産税賦課事業　△7,711　・収納率向上対策事業　△25,000　・参議院議員通常選挙費　△22,552
・知事選挙費　△32,152　・県議会議員選挙費　△9,377

   ３ 民　　生　　費 33,176,745 △ 838,161 32,338,584

・人件費　△17,103　・国民健康保険特別会計繰出金　△252,231　・プレミアム付商品券事業　△475,000
・自立支援医療給付事業　5,000　・地域生活支援事業　△23,105　・福祉医療費　△59,300　・高齢者保護措置事業　△6,000
・特別養護老人ホーム等建設費補助事業　△47,431　・在宅サービス事業　△5,300　・後期高齢者医療特別会計繰出金　△6,960
・児童厚生施設管理運営事業　△10,975　・放課後児童健全育成事業　△69,265　・民間保育施設対策事業　193,198
・民間保育所施設整備事業　△7,698　・母子生活支援施設管理運営事業　△21,463

   ４ 衛　　生　　費 6,715,861 11,096 6,726,957
・人件費 △5,248　・感染症予防事業　5,196　・母子保健事業　△6,431　・いせさき聖苑維持管理事業　△16,921
・病院事業会計繰出金　170,554　・清掃企画管理事業　△6,508　・ごみ収集事業　△7,960
・ごみ処理施設維持管理事業　△21,066　・茂呂クリーンセンター維持管理事業　△13,384　・最終処分場整備事業△68,535

   ５ 労　　働　　費 234,723 △ 12,625 222,098 ・勤労者融資事業　△10,317

   ６ 農 林 水 産 業 費 1,295,009 △ 21,780 1,273,229
・人・農地総合対策事業　△7,747　・農地集積・集約化対策事業　△7,868　・農村総合整備事業　24,667
・農業集落排水事業費特別会計繰出金　△38,255　・国土調査事業　33,748

   ７ 商　　工　　費 2,877,813 △ 299,937 2,577,876 ・中小企業振興対策事業　△11,318　・企業誘致事業　△27,098　・金融対策事業　△251,068

   ８ 土　　木　　費 8,051,267 △ 803,877 7,247,390

・建築指導運営事業　△6,784　・道路管理事業　△9,001　・道路維持事業　5,700
・市道（赤）１１２号線道路整備事業　△42,190　・市道（境）１１５号線道路整備事業　△63,729
・橋りょう維持事業　△31,637　・治水対策事業　△9,000　・都市計画管理事業　△5,075　・西部土地区画整理事業　△7,385
・東部第二土地区画整理事業　△15,780　・県営事業負担金　31,400
・都市計画道路３・３・３号道路改良事業（足利線以南工区）　△29,986　・下水道事業費特別会計繰出金　△110,042
・公園維持管理事業　△5,791　・公園整備事業　△61,002　・密集住宅市街地整備促進事業　△53,784
・駅周辺第一土地区画整理事業　△161,233　・駅周辺第二土地区画整理事業　△106,777
・公営住宅ストック改善事業（建）　△95,810

   ９ 消　　防　　費 2,631,809 △ 25,468 2,606,341 ・伊勢崎市消防団運営事業　△6,187　・消防車輌等整備事業　△5,044　・非常備消防施設整備事業　△10,459

 １０ 教　　育　　費 7,850,382 △ 267,067 7,583,315
・人件費　△26,609　・小学校施設管理事業　△10,483　・教育振興事業（中学校）　14,084　・幼稚園運営事業　△81,850
・田島弥平旧宅整備活用事業　△21,281　・学校給食センター事業費特別会計繰出金　△84,096
・体育施設管理運営事業　△8,366

 １１ 災  害  復  旧  費 200 0 200

 １２ 公　　債　　費 7,137,186 △ 13,698 7,123,488 ・償還元金　10,466　・利子　△24,164

 １３ 予　　備　　費 150,000 0 150,000

     歳  出  合  計 79,776,630 △ 2,527,154 77,249,476
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２．繰越明許費
（単位：千円）

款

３民生費

４衛生費

６農林水産業費

６農林水産業費

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

８土木費

８土木費

１０教育費

３．債務負担行為の補正

（変更）
（単位：千円）

４．地方債の補正 　

（変更）
（単位：千円）

１農業費 国土調査事業 34,853

４都市計画費 都市計画道路３・４・７１号道路改良事業（境保泉工区） 36,480

茂呂第一土地区画整理事業 181,592

４都市計画費 東部第二土地区画整理事業

事　　　項

公営住宅建設事業

消防事業

12,642４都市計画費

限　度　額

20,000

補　正　前 補　正　後

期　　　間 限　度　額

令和２年度 15,000

項 事　業　名 金　　額

１社会福祉費 特別養護老人ホーム等建設費補助事業 37,607

４都市計画費

１保健衛生費 さかい聖苑維持管理事業 7,293

１農業費 豚コレラ対策事業 9,574

１農業費 農村総合整備事業 36,481

２道路橋りょう費 橋りょう維持事業 151,814

４都市計画費 西部土地区画整理事業 51,980

13,200

４都市計画費 都市計画道路３・４・６９号道路整備事業（境米岡工区） 64,070

４都市計画費 駅周辺第一土地区画整理事業 202,735

密集住宅市街地整備促進事業

４都市計画費 駅周辺第二土地区画整理事業 104,829

３中学校費 中学校施設管理事業 13,305

伊勢崎市文化事業 令和２年度

期　　　間

119,800

1,100

65,800

1,000

起債の目的
限　度　額

補　正　前 補　正　後

社会福祉事業 2,900 2,200

児童福祉事業 18,600 0

農村整備事業 5,600 8,000

道路橋りょう事業 38,200 9,700

都市計画事業 633,100 407,300

社会教育事業 52,600 40,000

合併特例事業 4,166,800 3,934,000
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【特別会計】

「令和元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

「令和元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

「令和元年度伊勢崎市国民健康保険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

「令和元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

令和元年度　特別会計等補正予算の概要

　補　　正　　の　　内　　容 

小型自動車競走事業費 17,501,786 941,290 18,443,076
・勝車投票券発売収入　941,359　・利子及び配当金　△69

・人件費　△2,047　・オートレース場施設維持管理事業　43　・オートレース開催運営事業　833,747
・予備費　109,547

　補　　正　　の　　内　　容 

国民健康保険 19,873,290 382,963 20,256,253

・一般被保険者国民健康保険税　△130,200　・退職被保険者等国民健康保険税　△4,930
・社会保障・税番号制度システム整備費補助金　220　・保険給付費等交付金　365,550　・利子及び配当金　23
・一般会計繰入金　△252,231　・国民健康保険基金繰入金　155,413　・その他繰越金　222,164
・保険給付費等普通交付金余剰金精算金　26,960　・雑入　△6

・人件費　△260　・国保管理運営事業　△278　・連合会事業　△1,161　・療養給付事業　316,099
・高額療養費支給事業　67,000　・医療給付費分（一般）　△35,013　・医療給付費分（退職）　△64
・特定健康診査等事業　△4,405　・基金積立金　23　・特定健康診査等負担金償還金　14,061
・保険給付費等交付金償還金　26,961

　補　　正　　の　　内　　容 

学校給食センター事業費 2,268,291 △ 36,821 2,231,470
・事業収入　1,876　・学校給食センター事業費委託金　990　・一般会計繰入金　△84,096　・繰越金　44,409

・人件費　△4,527　・給食センター管理運営事業　△75,145　・給食センター整備事業　△297
・学校給食事業　17,016　・償還元金　79　・利子　△3,219　・一般会計繰出金　29,272

　補　　正　　の　　内　　容 

後期高齢者医療 2,242,531 79,885 2,322,416

・後期高齢者医療特別徴収保険料　33,769　・後期高齢者医療普通徴収保険料　30,300
・一般会計繰入金　△6,960　・繰越金　12,169　・雑入　10,607

・人件費　△222　・後期高齢者医療運営事業　△274　・後期高齢者医療広域連合納付金　62,862
・一般会計繰出金　17,519
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 「令和元年度伊勢崎市介護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

「令和元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．地方債の補正

（変　更）

（単位：千円）

補正前 補正後

下水道事業 885,100 830,200

「令和元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）

補正前 補正後

農業集落排水事業 10,000 9,600

起債の目的
起債の限度額

　補　　正　　の　　内　　容 

下水道事業費 3,477,575 △ 155,945 3,321,630

・下水道事業負担金　12,922　・下水道使用料　△12,821　・下水道事業費国庫補助金　△14,500
・下水道事業費県補助金　△600　・一般会計繰入金　△110,042　・繰越金　49,572
・水洗便所改造資金貸付金元利収入　△1,000　・雑入　△24,576　・土木債　△54,900

・人件費　△6,423　・公共下水道総務管理事業　△35,139　・汚水施設事業（公共）　△18,000
・浸水対策事業　△30,950　・終末処理場事業　△3,987　・普及促進事業　△500
・汚水施設維持管理事業（公共）　△21,204　・終末処理場維持管理事業　△2,996
・汚水施設事業（流域）　△17,685　・汚水施設維持管理事業（流域）　△1,353
・流域下水道単独事業　△9,236　・終末処理場維持管理事業　△1,669　・利子　△6,803

起債の目的
起債の限度額

　補　　正　　の　　内　　容 

介護保険 17,137,183 △ 5,284 17,131,899
・保険料　△34,113　・国庫支出金　33,079　・財産収入　△382　・繰入金　△3,868

・総務管理費　△4,902　・基金積立金　△382

　補　　正　　の　　内　　容 

農業集落排水事業費 587,320 △ 18,884 568,436

・農業集落排水事業分担金　105　・一般会計繰入金　△38,255　・繰越金　19,409
・水洗便所改造資金貸付金元利収入　△750　・雑入　1,007　・農林水産業債　△400

・農業集落排水維持管理事業　△18,539　・利子　△345
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「令和元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）

補正前 補正後

特定地域生活排水処理事業 11,500 12,600

【企業会計】

「令和元年度伊勢崎市病院事業会計補正予算第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

※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。

　補　　正　　の　　内　　容 

病院事業 17,818,683 420,000 18,238,683

起債の目的

（収益的収入）　・医業収益　449,738　　　　　　　　　（資本的収入）　　・他会計補助金　170,554

（収益的支出）　・医業費用　420,000　　　　 　 　 　 （資本的支出）　　補正なし

起債の限度額

　補　　正　　の　　内　　容 

特定地域生活排水処理事業費 32,262 △ 2,917 29,345

・浄化槽分担金　376　・特定地域生活排水処理事業費国庫補助金　△459
・特定地域生活排水処理事業費県補助金　△1,935　・一般会計繰入金　△3,565　・繰越金　1,183
・雑入　383　・衛生債　1,100

・浄化槽施設管理事業　△1,848　・浄化槽施設整備事業　△976　・利子　△93
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