
議案第３号「令和４年度伊勢崎市一般会計補正予算８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

 　１ 市           税 30,791,344 484,993 31,276,337

 　２ 地 方 譲 与 税 761,963 0 761,963

 　３ 利 子 割 交 付 金 20,000 0 20,000

 　４ 配 当 割 交 付 金 110,000 0 110,000

 　５ 株式等譲渡所得割交付金 180,000 0 180,000

 　６ 法人事業税交付金 350,000 0 350,000

 　７ 地方消費税交付金 5,140,000 0 5,140,000

 　８ 環境性能割交付金 110,000 0 110,000

 　９ 地方特例交付金 304,298 12,876 317,174

 １０ 地 方 交 付 税 6,822,007 302,147 7,124,154

 １１ 交通安全対策特別交付金 37,600 0 37,600

 １２ 分担金及び負担金 448,713 △ 6,681 442,032

 １３ 使用料及び手数料 936,009 △ 4,908 931,101

 １４ 国  庫  支  出  金 16,840,030 △ 128,043 16,711,987

 １５ 県  支  出  金 6,641,127 △ 59,358 6,581,769

 １６ 財  産  収  入 54,934 173,536 228,470

 １７ 寄　　附　　金 280,115 106,482 386,597

 １８ 繰　　入　　金 3,383,047 △ 1,935,395 1,447,652

 １９ 繰　　越　　金 1,311,498 256,131 1,567,629

 ２０ 諸　　収　　入 3,950,593 △ 32,942 3,917,651

 ２１ 市　　　　　債 5,070,800 △ 273,800 4,797,000

    歳   入   合   計 83,544,078 △ 1,104,962 82,439,116

・後期高齢者医療特別会計繰入金 11,606  ・財政調整基金繰入金 △1,926,120  ・都市環境整備基金繰入金 △20,000  ・奨学資金基金繰入金 △7,078
・公共施設整備基金繰入金 10,000  ・学校教育振興基金繰入金 △3,017

・前年度繰越金 256,131

・延滞金 25,000  ・労働諸費貸付金元利収入 △14,976  ・商工費貸付金元利収入 △83,819  ・教育総務費貸付金元利収入 2,586
・消防費受託事業収入 △5,262  ・教育総務費受託事業収入 △1,433  ・雑入（療養給付費負担金精算金ほか） 45,362

・総務管理事業債 △31,700  ・合併特例事業債（衛生債） △5,000  ・農村整備事業債 △7,000  ・合併特例事業債（商工債） △397,900
・道路橋りょう事業債 △3,200  ・都市計画事業債 △22,500  ・公営住宅事業債 △10,100  ・合併特例事業債（土木債） △1,000  ・消防事業債 △1,800
・合併特例事業債（消防債） △34,900  ・教育施設整備事業債 187,700  ・社会教育事業債 △4,100  ・合併特例事業債（教育債） 57,800

　補　　正　　の　　内　　容 

・現年課税分（個人） 330,000  ・現年課税分（法人） 147,000  ・滞納繰越分（固定資産税） 12,500  ・現年課税分（環境性能割） △3,507
・滞納繰越分（種別割） △1,000

・総務管理費寄附金 103,099  ・社会福祉費寄附金 2,785

・地方特例交付金 12,876

・地方交付税 302,147

・児童福祉費負担金 △5,990

・中等教育学校使用料 △1,743  ・土木管理手数料 △2,392

・社会福祉費負担金 129,997  ・児童福祉費負担金 124,244  ・総務管理費補助金 △8,858  ・社会福祉費補助金 △241,938  ・児童福祉費補助金 △87,241
・保健衛生費補助金 △57,443  ・清掃費補助金 △26,745  ・土木管理費補助金 △3,148 ・道路橋りょう費補助金 △9,691  ・都市計画費補助金 △11,605
・住宅費補助金 △5,793  ・小学校費補助金 62,923  ・中学校費補助金 10,781  ・中等教育学校費補助金 1,707  ・社会教育費補助金 △7,496
・幼稚園費補助金 1,315

・社会福祉費負担金 42,452  ・児童福祉費負担金 36,787  ・農業費負担金 △21,104  ・社会福祉費補助金 △38,154  ・児童福祉費補助金 4,962
・保健衛生費補助金 △1,238  ・清掃費補助金 △11,714  ・農業費補助金 △22,379  ・土木管理費補助金 △1,150  ・都市計画費補助金 4,250
・社会教育費補助金 △3,731  ・選挙費委託金 △13,591  ・都市計画費委託金 △34,152

・土地売払収入 173,595
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（歳　出） （単位：千円）

款 補正前の予算額 補正予算額 計

   １ 議　　会　　費 457,688 △ 9,122 448,566

   ２ 総　　務　　費 6,562,730 361,479 6,924,209

   ３ 民　　生　　費 36,122,221 △ 17,873 36,104,348

   ４ 衛　　生　　費 8,254,818 △ 344,977 7,909,841

   ５ 労　　働　　費 262,109 △ 20,378 241,731

   ６ 農 林 水 産 業 費 1,066,185 △ 102,240 963,945

   ７ 商　　工　　費 4,614,202 △ 908,227 3,705,975

   ８ 土　　木　　費 7,255,498 △ 185,792 7,069,706

   ９ 消　　防　　費 3,696,965 △ 43,265 3,653,700

 １０ 教　　育　　費 7,605,932 171,721 7,777,653

 １１ 災  害  復  旧  費 200 200

 １２ 公　　債　　費 7,495,530 △ 6,288 7,489,242

 １３ 予　　備　　費 150,000 150,000

     歳  出  合  計 83,544,078 △ 1,104,962 82,439,116

・人件費 △38,205  ・建築指導運営事業 △6,080  ・橋りょう維持事業 △16,740  ・県営事業負担金 6,688
・都市計画道路３・４・６９号道路整備事業（境米岡工区） △33,692  ・公園維持管理事業 △8,672  ・密集住宅市街地整備促進事業 △21,514
・駅周辺第一土地区画整理事業 △5,324  ・駅周辺第二土地区画整理事業 △18,297  ・空家等対策事業 △21,803
・公営住宅ストック改善事業（建） △5,505

・人件費 △6,864  ・伊勢崎市消防団運営事業 △9,801  ・消防機器整備事業 △23,683

・人件費 △42,508  ・教育指導事業 △8,714  ・小学校施設管理事業 △10,332  ・小学校保健事業 33,204 ・小学校空調設備整備事業 148,986
・赤堀小学校整備事業 30,195  ・学校施設バリアフリー化整備事業 28,500  ・教育振興事業（小学校） △9,683 ・中学校施設管理事業 △6,328
・中学校保健事業 15,754  ・中学校施設長寿命化改修事業 75,364  ・教育振興事業（中学校） △19,497  ・幼稚園施設管理事業 7,130
・幼稚園運営事業 △6,951  ・史跡女堀保存整備活用事業 △12,823  ・田島弥平旧宅整備活用事業 △7,224
・学校給食センター事業費特別会計繰出金 △9,675

・償還元金 1,276  ・利子 △7,564  

・人件費 △5,069  ・コロナ対策認定店支援チケット発行事業 △51,972  ・原油価格・物価高騰対策事業者支援事業 △200,000
・企業誘致事業 △463,267  ・立地企業支援事業 △46,719  ・金融対策事業 △127,714  ・観光事業 △5,852

補　　正　　の　　内　　容 

・議会運営事業 △5,295  

・人件費 169,704　・広報広聴事業 △5,157  ・財産管理事業 355,215  ・車両管理事業 △9,158  ・企画事業 59,168  ・交通対策事業 △5,771
・コミュニティバス運行事業 △9,521  ・電子計算業務管理運営事業 △88,148  ・境総合文化センター管理運営事業 △19,826
・地域防災事業 △11,679  ・参議院議員通常選挙費 △12,847  ・市議会議員選挙費 △20,363

・人件費 △45,605  ・国民健康保険特別会計繰出金 21,393  ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 △23,573
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業 △161,678  ・自立支援給付事業 172,965  ・地域生活支援事業 △9,057
・障害児福祉給付事業 71,196  ・高齢者保護措置事業 △5,800  ・特別養護老人ホーム等建設費補助事業 △7,551  ・在宅サービス事業 △25,674
・後期高齢者医療事業 △22,148  ・後期高齢者医療特別会計繰出金 △42,643  ・介護保険特別会計繰出金 9,783  ・児童厚生施設管理運営事業 △9,691
・放課後児童健全育成事業 △35,542  ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分） △12,100
・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯以外分） △25,000  ・子育て世帯応援給付金給付事業 △18,062
・民間保育施設対策事業 179,675  ・民間保育施設対策事業（新型コロナ対応臨時交付金） 9,462  ・母子家庭等支援事業 △14,309

・人件費 △27,481  ・感染症予防事業 △177,454  ・結核予防事業 △6,904  ・疾病予防対策事業（健康） △15,382  ・水道事業会計繰出金 △8,390
・病院事業会計繰出金 7,873  ・清掃企画管理事業 △16,222  ・浄化槽設置整備事業 △65,145  ・ごみ収集事業 △5,880
・ごみ処理施設維持管理事業 △17,312

・人件費 △22,439 ・園芸振興対策事業 △17,957 ・多面的機能支払交付金事業 △9,921  ・県営境小此木東部地区土地改良事業 △10,150
・国土調査事業 △29,642

・勤労者融資事業 △14,976  
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２．繰越明許費の補正

（追加） （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 １総務管理費 事務管理事業 4,506 １０教育費 ３中学校費 中学校保健事業 16,650

３民生費 １社会福祉費 特別養護老人ホーム等建設費補助事業 33,600 １０教育費 ３中学校費 中学校施設長寿命化改修事業 75,816

３民生費 ２児童福祉費 子育て世帯応援給付金給付事業 2,070 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

５労働費 １労働諸費 市民プラザ管理運営事業 5,610 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

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 1,750 １０教育費 ５幼稚園費 幼稚園施設管理事業 8,030

８土木費 ２道路橋りょう費 道路管理事業 38,000

８土木費 ２道路橋りょう費 生活道路整備事業 14,300

８土木費 ２道路橋りょう費 市道（赤）１１２号線道路整備事業 93,130

８土木費 ２道路橋りょう費 市道（境）１１５号線道路整備事業 30,130

８土木費 ２道路橋りょう費 橋りょう維持事業 97,730

８土木費 ４都市計画費 茂呂第一土地区画整理事業 188,813

８土木費 ４都市計画費 東部第二土地区画整理事業 50,261

８土木費 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） 69,124

８土木費 ４都市計画費
都市計画道路３・３・３号道路改良事
業（足利線以南工区） 15,370

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） 26,514

８土木費 ４都市計画費 駅周辺第一土地区画整理事業 115,001

８土木費 ４都市計画費 駅周辺第二土地区画整理事業 140,601

９消防費 １消防費 消防車輌等整備事業 5,053

９消防費 １消防費 境消防署庁舎建設事業 600,841

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 154,913

１０教育費 ２小学校費 赤堀小学校整備事業 30,195

１０教育費 ２小学校費 学校施設バリアフリー化整備事業 28,500

３．地方債の補正

（変更）
（単位：千円）

補　正　前 補　正　後

53,700 22,000

4,500 4,400

50,500 43,500

66,400 63,200

842,100 819,600

119,100 109,000

547,100 545,300

46,800 234,500

20,300 16,200

1,267,300 886,300

起債の目的
限　度　額

合併特例事業

総務管理事業

農村整備事業

社会福祉事業

社会教育事業

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
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議案第４号「令和４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 ・勝車投票券発売収入 1,343,500  ・利子及び配当金 △40  ・小型自動車競走事業運営基金繰入金 △55,000  ・繰越金 548,885  

歳出 ・人件費 △1,307  ・オートレース場施設維持管理事業 470,963  ・オートレース開催運営事業 1,360,856  ・予備費 6,833  

議案第５号「令和４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 ・学校給食センター事業費委託金 324  ・一般会計繰入金 △9,675  ・雑入 249

歳出 ・人件費 △409  ・給食センター管理運営事業 △5,261  ・給食センター施設整備事業 △3,432

議案第６号「令和４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

歳入

・一般被保険者国民健康保険税 91,600  ・社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 28
・保険給付費等交付金 1,362,685  ・利子及び配当金 104  ・一般会計繰入金 21,393
・国民健康保険基金繰入金 △291,966  ・繰越金 446,274  ・一般被保険者第三者納付金 △2,860
・保険給付費等普通交付金余剰金精算金 17,678

歳出
・人件費 566  ・国保管理運営事業 △21  ・療養給付事業 1,264,137  ・高額療養費支給事業 107,400
・傷病手当金支給事業 2,000  ・特定健康診査等事業 △25,065  ・基金積立金 270,873
・特定健康診査等負担金償還金 7,337  ・保険給付費等交付金償還金 17,709

議案第７号「令和４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 4,163  ・後期高齢者医療普通徴収保険料 △1,751  ・一般会計繰入金 △42,643
・繰越金 9,943  ・雑入 4,177

歳出
・人件費 △1,207  ・後期高齢者医療運営事業 △4,844  ・保険料徴収事業 △1,963
・後期高齢者医療広域連合納付金 △29,703  ・一般会計繰出金 11,606

計 　補　　正　　の　　内　　容 

小型自動車競走事業費 24,176,280 1,837,345 26,013,625

　補　　正　　の　　内　　容 

計

計

　補　　正　　の　　内　　容 

　補　　正　　の　　内　　容 

2,650,827 △ 26,111 2,624,716後期高齢者医療

計

学校給食センター事業費 2,190,720 △ 9,102 2,181,618

国民健康保険 18,746,115 1,644,936 20,391,051
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議案第８号「令和４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 △3,407  ・国庫支出金 △2,860  ・支払基金交付金 △1,970  ・県支出金 △1,797  ・財産収入 7
・繰入金 6,829

歳出
・総務管理費 8,685  ・介護予防・生活支援サービス事業費 △7,297  ・包括的支援事業・任意事業費 △4,593
・基金積立金 7

議案第９号「令和４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）　　補正なし　　　　　 　　　　　　（資本的支出）　　補正なし

※予算額については、収入予定額（収益的収入・資本的収入の合計）を掲載しています。

　補　　正　　の　　内　　容 

計 　補　　正　　の　　内　　容 

18,070,310

病院事業 18,545,042 976,990 19,522,032

（収益的収入）　・医業外収益 961,360　　 　　　　（資本的収入）　・他会計補助金　7,873
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　・補助金 7,757

計

介護保険 18,073,508 △ 3,198
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