
「令和３年度伊勢崎市一般会計補正予算第１５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 29,217,031 961,702 30,178,733
・現年課税分（個人市民税） 780,000  ・現年課税分（法人市民税） 643,000  ・滞納繰越分（法人市民税） 10,400
・現年課税分（固定資産税） △533,260  ・滞納繰越分（固定資産税） 92,300  ・現年課税分（都市計画税） △41,538
・滞納繰越分（都市計画税） 10,800

 　２ 地 方 譲 与 税 706,972 190 707,162 ・森林環境譲与税 190

 　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 法人事業税交付金 186,000 0 186,000

 　７ 地方消費税交付金 4,900,000 0 4,900,000

 　８ 環境性能割交付金 75,000 0 75,000

 　９ 地方特例交付金 296,967 574,797 871,764 ・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 574,797

 １０ 地 方 交 付 税 6,097,298 1,423,993 7,521,291 ・地方交付税 1,423,993

 １１ 交通安全対策特別交付金 32,000 0 32,000

 １２ 分担金及び負担金 487,134 △ 25,044 462,090 ・児童福祉費負担金 △24,323

 １３ 使用料及び手数料 939,887 △ 20,725 919,162 ・総務管理使用料 △3,283  ・中等教育学校使用料 △1,532  ・保健体育使用料 △9,428  ・土木管理手数料 △4,600

 １４ 国  庫  支  出  金 21,133,051 459,307 21,592,358

・社会福祉費負担金 79,873  ・児童福祉費負担金 150,420  ・生活保護費負担金 83,295  ・総務管理費補助金 345,125
・社会福祉費補助金 △54,734  ・児童福祉費補助金 △82,184  ・保健衛生費補助金 △39,184  ・土木管理費補助金 △1,270
・都市計画費補助金 △95,263  ・住宅費補助金 △5,872  ・小学校費補助金 58,711  ・中学校費補助金 30,526
・中等教育学校費補助金 2,125  ・社会教育費補助金 △7,700  ・道路橋りょう費委託金 △4,250

 １５ 県  支  出  金 6,321,464 △ 114,536 6,206,928

・社会福祉費負担金 60,311  ・児童福祉費負担金 35,343  ・生活保護費負担金 8,286  ・農業費負担金 15,457  ・総務管理費補助金 △3,000
・社会福祉費補助金 △30,188  ・児童福祉費補助金 △27,654  ・保健衛生費補助金 △1,109  ・農業費補助金 △41,275
・土木管理費補助金 △1,000  ・社会教育費補助金 △3,245  ・徴税費委託金 21,820  ・選挙費委託金 △17,287  ・統計調査費委託金 △1,479
・都市計画費委託金 △128,590

 １６ 財  産  収  入 71,103 464,236 535,339 ・土地売払収入 464,267

 １７ 寄　　附　　金 100,013 110,089 210,102 ・総務管理費寄附金 83,172  ・社会福祉費寄附金 3,518  ・教育総務費寄附金 22,099  ・社会教育費寄附金 1,000

 １８ 繰　　入　　金 3,222,076 △ 2,635,051 587,025
・後期高齢者医療特別会計繰入金 12,644  ・国民健康保険特別会計繰入金 27,352  ・財政調整基金繰入金 △2,699,444
・奨学資金基金繰入金 △3,707  ・公共施設整備基金繰入金 32,000  ・学校教育振興基金繰入金 △3,075

 １９ 繰　　越　　金 400,000 888,779 1,288,779 ・前年度繰越金 888,779

 ２０ 諸　　収　　入 4,069,458 △ 229,076 3,840,382
・延滞金 53,000  ・労働諸費貸付金元利収入 △14,768  ・商工費貸付金元利収入 △51,040  ・教育総務費貸付金元利収入 6,072
・教育総務費受託事業収入 △1,412  ・雑入（プレミアム付商品券販売収入ほか） △220,938

 ２１ 市　　　　　債 6,460,000 △ 11,100 6,448,900
・合併特例事業債（総務債） △6,200  ・保健衛生事業債 △17,800  ・合併特例事業債（商工債） △21,900  ・道路橋りょう事業債 △3,100
・都市計画事業債 △98,400  ・公営住宅事業債 △20,000  ・合併特例事業債（土木債） 3,900  ・消防事業債 59,100
・合併特例事業債（消防債） △115,300  ・合併特例事業債（教育債） 188,900  ・教育施設整備事業債 20,200

    歳   入   合   計 84,935,454 1,847,561 86,783,015
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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 470,470 △ 7,003 463,467 ・人件費 △6,314

   ２ 総　　務　　費 6,453,227 2,994,524 9,447,751
・人件費 130,505  ・広報広聴事業 △6,781  ・財政管理事業 3,014,686  ・市庁舎維持管理事業 △12,537  ・車両管理事業 △13,808
・企画事業 37,579  ・赤堀支所改修事業 △6,190  ・電子計算業務管理運営事業 △39,434  ・収納率向上対策事業 △50,545
・衆議院議員総選挙費 △17,151

   ３ 民　　生　　費 38,873,606 216,089 39,089,695

・人件費 △57,752  ・国民健康保険特別会計繰出金 58,893  ・生活困窮者自立支援運営事業 △24,700
・自立支援給付事業 104,288  ・地域生活支援事業 △7,269  ・障害児福祉給付事業 68,687  ・高齢者保護措置事業 △7,500
・在宅サービス事業 △25,648  ・後期高齢者医療特別会計繰出金 △27,343  ・介護保険特別会計繰出金 △29,080
・児童厚生施設管理運営事業 △5,343  ・放課後児童健全育成事業 △30,049  ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 △11,650
・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（その他世帯分） △75,600  ・公立保育施設管理運営事業 △7,827
・民間保育施設対策事業 233,127  ・民間保育所施設整備事業 △12,377  ・母子家庭等支援事業 △17,123  ・生活保護費 111,059

   ４ 衛　　生　　費 8,151,953 △ 215,465 7,936,488
・人件費 △15,449  ・感染症予防事業 △39,672  ・結核予防事業 △6,048  ・疾病予防対策事業（健康） △37,264  ・母子保健事業 △8,107
・いせさき聖苑維持管理事業 △11,367  ・水道事業会計繰出金 △35,459  ・清掃企画管理事業 △5,301  ・ごみ収集事業 △12,200
・ごみ処理施設維持管理事業 △20,944  ・茂呂クリーンセンター維持管理事業 △10,943

   ５ 労　　働　　費 259,211 △ 23,720 235,491 ・勤労者融資事業 △14,768  ・雇用対策事業 △8,179

   ６ 農 林 水 産 業 費 1,169,129 △ 65,684 1,103,445
・人件費 △16,417  ・園芸振興対策事業 △27,641  ・人・農地総合対策事業 △5,236  ・多面的機能支払交付金事業 △7,975
・農業集落排水事業会計繰出金 △15,041  ・国土調査事業 21,889

   ７ 商　　工　　費 4,151,311 △ 453,274 3,698,037
・コロナ対策認定店応援金事業 △10,548  ・コロナ対策認定店支援チケット発行事業 △214,232  ・中小企業振興対策事業 △8,446
・企業誘致事業 △66,750  ・立地企業支援事業 △45,000  ・金融対策事業 △89,724  ・観光事業 △12,595

   ８ 土　　木　　費 7,677,014 △ 635,638 7,041,376

・人件費 △34,220  ・道路維持事業 △10,255  ・市道（赤）１１２号線道路整備事業 6,160  ・市道（境）１１５号線道路整備事業 7,230
・市道（伊）９－５３０号線道路整備事業 △7,130  ・西部土地区画整理事業 △7,350
・都市計画道路３・４・６９号道路整備事業（境米岡工区） △126,175  ・公共下水道事業会計繰出金 △146,121  ・公園整備事業 △27,762
・密集住宅市街地整備促進事業 △9,220  ・駅周辺第一土地区画整理事業 △167,606  ・駅周辺第二土地区画整理事業 △49,373
・公営住宅ストック改善事業（建） △26,125

   ９ 消　　防　　費 2,892,217 △ 43,016 2,849,201 ・人件費 △12,324  ・伊勢崎市消防団運営事業 △9,898  ・境消防署庁舎建設事業 △9,078  ・非常備消防施設整備事業 △8,260

 １０ 教　　育　　費 7,094,685 107,564 7,202,249

・人件費 △65,128  ・教育委員会管理運営事業 5,861  ・奨学資金貸与事業 17,472  ・教育指導事業 △16,702
・小学校施設管理事業 △8,296  ・小学校保健事業 32,870  ・小学校空調設備整備事業 58,608  ・小学校施設長寿命化改修事業 115,500
・教育振興事業（小学校費） 6,699  ・中学校施設管理事業 △5,149  ・中学校保健事業 15,969  ・中学校空調設備整備事業 87,703
・教育振興事業（中学校） △26,312  ・幼稚園運営事業 △9,481  ・公民館管理運営事業 △15,248  ・田島弥平旧宅整備活用事業 △13,833
・学校給食センター事業費特別会計繰出金 △26,840  ・体育施設管理運営事業 △18,817

 １１ 災  害  復  旧  費 200 0 200

 １２ 公　　債　　費 7,592,431 △ 26,816 7,565,615 ・償還元金 19,405  ・利子 △46,221

 １３ 予　　備　　費 150,000 0 150,000

     歳  出  合  計 84,935,454 1,847,561 86,783,015
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２．繰越明許費

（単位：千円） （単位：千円）

款 項 事　業　名 金　　額 款 項 事　業　名 金　　額

２総務費 ３戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳事業 2,640 １０教育費 ２小学校費 学校教育情報化推進事業 8,118

３民生費 １社会福祉費
住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金給付事業 2,164,020 １０教育費 ３中学校費 中学校保健事業 16,650

４衛生費 ２清掃費 茂呂クリーンセンター維持管理事業 15,829 １０教育費 ３中学校費 中学校空調設備整備事業 87,703

６農林水産業費 １農業費 農村総合整備事業 9,145 １０教育費 ３中学校費 教育振興事業 4,250

６農林水産業費 １農業費 県営境小此木東部地区土地改良事業 11,900 １０教育費 ３中学校費 学校教育情報化推進事業 4,051

６農林水産業費 １農業費 国土調査事業 28,230 １０教育費 ４中等教育学校費
中等教育学校管理運営事業（前期課
程） 1,350

８土木費 ２道路橋りょう費 道路維持事業 12,037 １０教育費 ４中等教育学校費
中等教育学校管理運営事業（後期課
程） 1,800

８土木費 ２道路橋りょう費 生活道路整備事業 24,046 １０教育費 ４中等教育学校費
中等教育学校教育振興事業（前期課
程） 551

８土木費 ２道路橋りょう費 市道（赤）１１２号線道路整備事業 44,940 １０教育費 ４中等教育学校費
中等教育学校教育振興事業（後期課
程） 551

８土木費 ２道路橋りょう費 市道（境）１１５号線道路整備事業 80,190 １０教育費 ６社会教育費 田島弥平旧宅整備活用事業 14,438

８土木費 ２道路橋りょう費 橋りょう維持事業 128,027

８土木費 ４都市計画費 都市計画管理事業 3,323

８土木費 ４都市計画費 茂呂第一土地区画整理事業 71,308

８土木費 ４都市計画費 東部第二土地区画整理事業 59,789

８土木費 ４都市計画費
都市計画道路３・４・４４号道路改良
事業（駅西工区） 53,983

８土木費 ４都市計画費 駅周辺第一土地区画整理事業 195,470

８土木費 ４都市計画費 駅周辺第二土地区画整理事業 113,002

９消防費 １消防費 消防水利整備事業 8,148

９消防費 １消防費 境消防署庁舎建設事業 39,800

１０教育費 ２小学校費 小学校保健事業 34,200

１０教育費 ２小学校費 小学校空調設備整備事業 72,424

１０教育費 ２小学校費 小学校施設長寿命化改修事業 115,500

１０教育費 ２小学校費 教育振興事業 24,308

３．地方債の補正

（変更） （単位：千円）

補　正　前 補　正　後

3,000 2,300

149,400 131,600

47,800 48,000

121,500 118,400

741,800 643,400

119,600 99,600

64,800 123,900

0 20,200

777,800 827,200合併特例事業

教育施設整備事業

消防事業

公営住宅事業

都市計画事業

道路橋りょう事業

農村整備事業

保健衛生事業

児童福祉事業

起債の目的
限　度　額
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「令和３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

歳入 ・勝車投票券発売収入 2,520,000  ・利子及び配当金 △166

歳出 ・人件費 △1,433  ・オートレース場施設維持管理事業 △212  ・オートレース開催運営事業 2,388,782  ・予備費 132,697

「令和３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

歳入 ・事業収入 △21,377  ・学校給食センター事業費委託金 193  ・一般会計繰入金 △26,840

歳出
・人件費 △8,740  ・給食センター管理運営事業 △15,993  ・給食センター施設整備事業 △2,130  ・学校給食事業 △21,215
・利子 54

「令和３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

歳入
・一般被保険者国民健康保険税 202,000  ・保険給付費等交付金 931,755  ・利子及び配当金 19  ・一般会計繰入金 58,893
・国民健康保険基金繰入金 △25,314  ・その他繰越金 460,195  ・保険給付費等普通交付金余剰金精算金 25,869  ・雑入 △7

歳出
・人件費 △12,565  ・国保管理運営事業 1,435  ・療養給付事業 851,779  ・高額療養費支給事業 90,200
・特定健康診査等事業 △13,425  ・基金積立金 670,548  ・特定健康診査等負担金償還金 11,617
・保険給付費等交付金償還金 26,467  ・災害臨時特例補助金償還金 2  ・一般会計繰出金 27,352

「令和３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

歳入
・後期高齢者医療特別徴収保険料 37,625  ・後期高齢者医療普通徴収保険料 △41,700  ・一般会計繰入金 △27,343
・繰越金 8,930  ・雑入 6,839

歳出 ・人件費 △4,328  ・後期高齢者医療運営事業 △2,366  ・後期高齢者医療広域連合納付金 △21,599  ・一般会計繰出金 12,644

計 　補　　正　　の　　内　　容 

小型自動車競走事業費 22,689,097 2,519,834 25,208,931

計 　補　　正　　の　　内　　容 

学校給食センター事業費 2,191,681 △ 48,024 2,143,657

計 　補　　正　　の　　内　　容 

国民健康保険 18,725,865 1,653,410 20,379,275

計 　補　　正　　の　　内　　容 

後期高齢者医療 2,424,573 △ 15,649 2,408,924
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「令和３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

歳入
・保険料 9,275  ・国庫支出金 △4,594  ・支払基金交付金 △1,663  ・県支出金 △2,809  ・財産収入 △210  ・繰入金 △32,794
・諸収入 △52

歳出
・総務管理費 △15,175  ・介護予防・生活支援サービス事業費 △6,160  ・包括的支援事業・任意事業費 △11,571
・基金積立金 △210  ・償還金及び還付加算金 269

「令和３年度伊勢崎市病院事業会計補正予算第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

（収益的支出）　・医業外費用 45,800　　　　　　　（資本的支出）　　補正なし

※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。

計 　補　　正　　の　　内　　容 

介護保険 17,652,775 △ 32,847 17,619,928

病院事業 18,939,702 45,800

計 　補　　正　　の　　内　　容 

18,985,502

（収益的収入）　・医業収益 △809,083　　 　　　　（資本的収入）　・補助金 14,517
　　　　　　　　・医業外収益 1,582,918
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