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議案第 17号 

 

   平成24年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第６号） 

 

 平成24年度三重県伊賀市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ９８９，９８７千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３，８４９，９６０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

（繰越明許費） 

第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により、翌年度に繰

り越して使用することができる経費は、「第３表 繰越明許費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第４条 債務負担行為の追加は、「第４表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第５条 地方債の廃止、変更は、「第５表 地方債補正」による。 

 

 

  平成25年２月13日提出 

 

 

                       三重県伊賀市長 岡 本  栄  

 

 

 

 

 



1 14,004,605 △64,795 13,939,810

1 市民税 5,663,454 26,895 5,690,349

2 固定資産税 7,439,751 △98,543 7,341,208

3 軽自動車税 229,168 510 229,678

4 市たばこ税 613,184 6,481 619,665

6 都市計画税 205 △138 67

3 28,522 7,160 35,682

1 利子割交付金 28,522 7,160 35,682

4 20,048 2,159 22,207

1 配当割交付金 20,048 2,159 22,207

9 3,923 △392 3,531

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,923 △392 3,531

13 872,040 △33,335 838,705

1 分担金 84,872 △49,144 35,728

2 負担金 787,168 15,809 802,977

14 461,732 17,244 478,976

1 使用料 241,366 17,400 258,766

2 手数料 220,366 △156 220,210

15 3,653,505 △82,787 3,570,718

1 国庫負担金 2,977,852 △99,972 2,877,880

2 国庫補助金 653,563 14,388 667,951

3 委託金 22,090 2,797 24,887

16 3,702,302 △245,289 3,457,013

1 県負担金 1,790,158 28,626 1,818,784

2 県補助金 1,672,166 △283,089 1,389,077

国庫支出金

県支出金

市税

利子割交付金

配当割交付金

国有提供施設等所在市町村助成交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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3 委託金 239,978 9,174 249,152

17 75,213 48,553 123,766

1 財産運用収入 73,096 45,643 118,739

2 財産売払収入 2,117 2,910 5,027

18 9,555 248 9,803

1 寄附金 9,555 248 9,803

19 1,807,058 84,448 1,891,506

1 他会計繰入金 22,771 △3,522 19,249

2 基金繰入金 1,784,287 87,970 1,872,257

21 626,512 59,599 686,111

1 延滞金、加算金及び過料 30,000 3,000 33,000

2 市預金利子 2,000 2,600 4,600

3 貸付金元利収入 89,107 △164 88,943

4 受託事業収入 13,514 7,084 20,598

5 雑入 491,891 47,079 538,970

22 5,928,500 △782,800 5,145,700

1 市債 5,928,500 △782,800 5,145,700

44,839,947 △989,987 43,849,960

財産収入

寄附金

繰入金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

 千円  千円  千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計
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1 339,064 △1,966 337,098

1 議会費 339,064 △1,966 337,098

2 7,452,154 △290,277 7,161,877

1 総務管理費 6,496,704 △350,256 6,146,448

2 徴税費 530,781 64,879 595,660

3 戸籍住民基本台帳費 153,054 △1,568 151,486

4 選挙費 221,912 △2,627 219,285

5 統計調査費 18,237 △99 18,138

6 監査委員費 31,466 △606 30,860

3 13,639,404 25,348 13,664,752

1 社会福祉費 4,363,245 72,733 4,435,978

2 老人福祉費 1,882,402 15,683 1,898,085

3 同和行政費 345,138 △7,263 337,875

4 児童福祉費 5,329,669 △51,286 5,278,383

5 生活保護費 1,718,447 △4,519 1,713,928

4 4,848,129 167,511 5,015,640

1 保健衛生費 2,550,600 201,904 2,752,504

2 清掃費 2,297,529 △34,393 2,263,136

5 288,399 △46,328 242,071

1 労働費 288,399 △46,328 242,071

6 1,726,336 △101,194 1,625,142

1 農業費 1,594,691 △96,757 1,497,934

2 林業費 131,645 △4,437 127,208

7 424,019 1,925 425,944

1 商工費 424,019 1,925 425,944

商工費

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林業費

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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8 3,592,858 △398,308 3,194,550

1 土木管理費 141,246 △6,044 135,202

2 道路橋りょう費 773,328 △23,193 750,135

3 河川費 313,023 △90,013 223,010

4 都市計画費 2,125,558 △269,946 1,855,612

5 住宅費 239,703 △9,112 230,591

9 1,648,444 △43,739 1,604,705

1 消防費 1,648,444 △43,739 1,604,705

10 3,177,987 84,683 3,262,670

1 教育総務費 595,476 △102 595,374

2 小学校費 934,220 136,601 1,070,821

3 中学校費 428,634 △16,634 412,000

4 幼稚園費 79,186 △5,141 74,045

5 社会教育費 453,613 △11,287 442,326

6 保健体育費 686,858 △18,754 668,104

11 1,204,308 △397,646 806,662

1 農林施設災害復旧費 610,476 △314,273 296,203

2 公共土木施設災害復旧費 550,333 △86,324 464,009

3 その他公共・公用施設災害復旧費 43,499 2,951 46,450

12 6,468,845 10,004 6,478,849

1 公債費 6,468,845 10,004 6,478,849

44,839,947 △989,987 43,849,960歳　　出　　合　　計

 千円

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額
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総 額 年度 年 割 額 総 額 年度 年 割 額

千円 千円 千円 千円

平成
22

36,004
平成
22

36,004

23 346,666 23 346,666

24 415,429 24

25 3,295,039 25

26 1,795,719 26

千円

３

４ １

１

２

１

３

事 業 名

5,888,857 382,670庁舎建設事業

補 正 前

３

４

第　３　表　　　　繰　越　明　許　費

第　２　表　　　　継　続　費　補　正

款

　変　更

補 正 後
項

民生費

衛生費

農林業費

農業費

保健衛生費

６

８

２

２ 総務費 １
総務管理
費

４

土木費

4,241

321,549

9,000

90,500

26,916

27,240

64,850

183,176都市計画費

2,825

しらさぎ運動公園整備事業

森林環境保全整備事業

県営土木事業負担金

同和行政費

土木管理費

市街地整備推進事業

伊賀神戸駅前周辺整備事業

川上種生線道路改良事業

伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業

河川費

道路橋りょう費

1,254

仮園舎管理経費

水道事業会計出資金

安心こども基金事業

児童福祉費

林業費

15,044

33,582

8,180

76,300

県営事業負担金

款 項 事　　　業　　　名 金　額

ゆめが丘摺見線道路改良事業

臨時地方道整備事業

同和行政事務管理経費
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９ １

１

３

５

６

１

３

 

款 項 事　　　業　　　名 金　額

１０

２

30,438

7,711

34,803

31,436

消防費

教育費

3,140

2,307

平成24年度から平成25年度まで

平成24年度から平成25年度まで崇広中学校空調設備整備工事設計業務委託経費

公園施設浄化槽清掃等保守点検業務委託経費

28,381

平成24年度から平成25年度まで

平成24年度から平成25年度まで

平成24年度から平成25年度までしろなみ保育所整備事業設計等業務委託経費

13,768

コンビニ収納業務経費

壬生野保育園耐震補強計画・設計業務委託経費

事　　　　　　項 期　間

千円 

4,000

4,484

172,470

２災害復旧費１１

226,564

上野図書館増築事業

施設改修事業

河合小学校建設事業

上野西小学校校舎増築事業

国補消防施設整備事業

3,297

171,787

88,241

9,314

3,644

15,708

58,667

農林施設災害復旧
費

保健体育費

社会教育費

中学校費

教育総務費

小学校費

学校施設耐震補強改修事業

教育研究センター管理運営経費

（単独）現年発生その他公共・公用施設災害復旧
事業

（補助）過年発生河川等災害関連事業

（単独）現年発生公共土木施設災害復旧事業

（補助）過年発生公共土木施設災害復旧事業

（補助）現年発生公共土木施設災害復旧事業

（補助）現年発生農林施設災害復旧事業

上野運動公園競技場改修事業

消防費

　追　加

その他公共・公用
施設災害復旧費

公共土木施設災害
復旧費

第　４　表　　　債　務　負　担　行　為　補　正

限度額
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　１　廃　止

 
起債の目的     起債  償還

 限度額 利率 償還の方法 限度額 の 利率 の
     方法  方法
  　　千円  　　   　千円 

5.0％以内

　２　変　更

 
起債の目的    起債  償還

 限度額 利率 限度額 の 利率 の
    方法  方法
  　　千円  　　  　千円 

5.0％以内

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
の見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金及び特定
資金についてはそ
の融通条件によ
り、銀行その他の
場合には、債権者
との協定によるも
のとする。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し若しくは繰上償
還又は低利に借換
えすることができ
る。

237,800

148,500

195,500 195,700

補正
前と
同じ

補  正  後 

137,200

証書借入
又は

証券発行
122,400

庁舎整備事業

防災対策事業 11,800 7,100

児童福祉施設整備事業

農業基盤整備事業 49,600 59,100

 

472,500

地区市民センター整備事業

水道事業会計出資金 270,000

政府資金及
び特定資金
については
その融通条
件により、
銀行その他
の場合に
は、債権者
との協定に
よるものと
する。ただ
し、市財政
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮し
若しくは繰
上償還又は
低利に借換
えすること
ができる。

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
の見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

中学校施設整備事業

起債の方法 償還の方法 
 

 

第　５　表　　　地　方　債　補　正

補正
前と
同じ

補正
前と
同じ

-

補  正  前 

-

証書借入
又は

証券発行

備考

今年
度、
県事
業の
不採
択の
ため
事業
実施
断念

-

補  正  後 

補  正  前 

起債の方法

-7,400
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起債の目的    起債  償還

 限度額 利率 限度額 の 利率 の
    方法  方法

  　　千円  　　  　千円 

5.0％以内

補正
前と
同じ

補正
前と
同じ

補正
前と
同じ

 
償還の方法 

 

 

84,200

補  正  後 

起債の方法

公共土木施設災害復旧事業 225,900 155,000

その他公共・公用施設災害
復旧事業

36,800 42,000

街なみ環境整備事業

林道整備事業 14,100

91,100

補  正  前 

260,500

道路橋りょう整備事業 216,500 178,600

臨時河川等整備事業 41,300 38,400

証書借入
又は

証券発行

下排水路整備事業 29,800 23,700

市街地再開発事業 303,300 224,600

11,500
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
の見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金及び特定
資金についてはそ
の融通条件によ
り、銀行その他の
場合には、債権者
との協定によるも
のとする。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し若しくは繰上償
還又は低利に借換
えすることができ
る。

243,800

社会教育施設整備事業 10,000 8,900

農林施設災害復旧事業 142,700 39,800

駅前再開発駐車場整備事業 388,600

消防施設整備事業 94,200 65,500

社会体育施設整備事業 141,900 136,000

小学校施設整備事業 185,700
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平成 24年度 

 

 

三重県伊賀市一般会計補正予算（第６号）に関する説明書 
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１　総　　括

（歳　　入）

1 市税 14,004,605 △64,795 13,939,810

2 地方譲与税 576,551 0 576,551

3 利子割交付金 28,522 7,160 35,682

4 配当割交付金 20,048 2,159 22,207

5 株式等譲渡所得割交付金 9,559 0 9,559

6 地方消費税交付金 980,457 0 980,457

7 ゴルフ場利用税交付金 210,866 0 210,866

8 自動車取得税交付金 183,198 0 183,198

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,923 △392 3,531

10 地方特例交付金 45,232 0 45,232

11 地方交付税 10,436,963 0 10,436,963

12 交通安全対策特別交付金 15,000 0 15,000

13 分担金及び負担金 872,040 △33,335 838,705

14 使用料及び手数料 461,732 17,244 478,976

15 国庫支出金 3,653,505 △82,787 3,570,718

16 県支出金 3,702,302 △245,289 3,457,013

17 財産収入 75,213 48,553 123,766

18 寄附金 9,555 248 9,803

19 繰入金 1,807,058 84,448 1,891,506

20 繰越金 1,188,606 0 1,188,606

21 諸収入 626,512 59,599 686,111

22 市債 5,928,500 △782,800 5,145,700

44,839,947 △989,987 43,849,960歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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（歳　　出）

1 議会費 339,064 △1,966 337,098

2 総務費 7,452,154 △290,277 7,161,877

3 民生費 13,639,404 25,348 13,664,752

4 衛生費 4,848,129 167,511 5,015,640

5 労働費 288,399 △46,328 242,071

6 農林業費 1,726,336 △101,194 1,625,142

7 商工費 424,019 1,925 425,944

8 土木費 3,592,858 △398,308 3,194,550

9 消防費 1,648,444 △43,739 1,604,705

10 教育費 3,177,987 84,683 3,262,670

11 災害復旧費 1,204,308 △397,646 806,662

12 公債費 6,468,845 10,004 6,478,849

13 予備費 30,000 0 30,000

44,839,947 △989,987 43,849,960歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

0 0 △3 △1,963

△5,367 △343,500 12,833 45,757

△40,589 200 18,608 47,129

△22,166 △32,200 191,916 29,961

△46,957 0 △89 718

△14,197 6,900 △207 △93,690

85 0 9,190 △7,350

△12,780 △260,600 △70,819 △54,109

△6,743 △28,700 6,772 △15,068

44,215 43,700 △5,692 2,460

△212,903 △168,600 △49,244 33,101

0 0 36,570 △26,566

0 0 0 0

△317,402 △782,800 149,835 △39,620

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円
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613,184 6,481 619,665計

1 613,184 6,481 619,665市たばこ税

　４項　市たばこ税 6,481千円

　１款　市税 △64,795千円

229,168 510 229,678計

1 229,168 510 229,678軽自動車税

　３項　軽自動車税 510千円

　１款　市税 △64,795千円

7,439,751 △98,543 7,341,208計

2 9,877 22 9,899国有資産等所在市町村交付金

1 7,429,874 △98,565 7,331,309固定資産税

　２項　固定資産税 △98,543千円

　１款　市税 △64,795千円

5,663,454 26,895 5,690,349計

2 1,401,375 △54,926 1,346,449法人

1 4,262,079 81,821 4,343,900個人

補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

△64,795千円

26,895千円

 千円

　１款　市税

　１項　市民税

２　　歳    入

目
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　　１款　市税

現年課税分 6,481 現年課税分増 6,481

滞納繰越分 △675 滞納繰越分減 △675

現年課税分 1,185 現年課税分増 1,185

現年課税分 22 現年課税分増 22

滞納繰越分 △9,386 滞納繰越分減 △9,386

現年課税分 △89,179 現年課税分減 △89,179

滞納繰越分 △325 滞納繰越分減 △325

現年課税分 △54,601 現年課税分減 △54,601

滞納繰越分 2,489 滞納繰越分増 2,489

現年課税分 79,332 現年課税分増 79,332

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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2 800 100 900土木費分担金

　１項　分担金 △49,144千円

１３款　分担金及び負担金 △33,335千円

3,923 △392 3,531計

1 3,923 △392 3,531国有提供施設等所在市町村助成交付金

　１項　国有提供施設等所在市町村助成交付金 △392千円

　９款　国有提供施設等所在市町村助成交付金 △392千円

20,048 2,159 22,207計

1 20,048 2,159 22,207配当割交付金

　１項　配当割交付金 2,159千円

　４款　配当割交付金 2,159千円

28,522 7,160 35,682計

1 28,522 7,160 35,682利子割交付金

　３款　利子割交付金 7,160千円

　１項　利子割交付金 7,160千円

計 205 △138 67

△64,795千円

△138千円

 千円

　１款　市税

　６項　都市計画税

1 205 △138 67都市計画税

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

- 18 -



　　１款　市税　　３款　利子割交付金　　４款　配当割交付金　　９款　国有提供施設等所在市町村助成交付金
　１３款　分担金及び負担金

金

対策事業分担

急傾斜地崩壊 100 急傾斜地崩壊対策事業分担金増 100

助成交付金

等所在市町村

国有提供施設 △392 国有提供施設等所在市町村助成交付金減 △392

配当割交付金 2,159 配当割交付金増 2,159

利子割交付金 7,160 利子割交付金増 7,160

滞納繰越分 △138 滞納繰越分減 △138

説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
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1 23,820 6,466 30,286総務使用料

　１項　使用料 17,400千円

１４款　使用料及び手数料 17,244千円

787,168 15,809 802,977計

0 35 35総務費負担金4

3 3,047 △101 2,946教育費負担金

2 76,000 4,000 80,000衛生費負担金

1 708,121 11,875 719,996民生費負担金

　２項　負担金 15,809千円

１３款　分担金及び負担金 △33,335千円

84,872 △49,144 35,728計

66,809 △49,244 17,565災害復旧費分担金3

 千円  千円

△33,335千円

△49,144千円

 千円

１３款　分担金及び負担金

　１項　分担金

目 補正前の額 補　正　額 計
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　１３款　分担金及び負担金　１４款　使用料及び手数料

行政財産目的外使用料減 △185

行政サービス巡回車使用料減 △305

上野ふれあいプラザ駐車場使用料増 597

料 ゆめぽりすセンター使用料減 △200

総務管理使用 6,466 ハイトピア伊賀公共公益施設使用料増 594

担金

総務管理費負 3535 放送施設加入負担金

担金

教育総務費負 △101 日本スポーツ振興センター保護者負担金減 △101

清掃費負担金 4,000 環境保全負担金増 4,000

日本スポーツ振興センター保護者負担金増 15

担金 保育所負担金（過年度分）増 1,784

児童福祉費負 13,919 保育所負担金増 12,120

担金 老人ホーム負担金（過年度分） 5

老人福祉費負 △2,044 老人ホーム負担金減 △2,049

復旧費分担金

農林施設災害 △49,244 現年発生農林業用施設災害復旧費分担金減 △49,244

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分
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8 18,087 476 18,563教育使用料

7 172,143 5,808 177,951土木使用料

5 368 1,448 1,816農林業使用料

4 978 △75 903労働使用料

3 20,127 2,160 22,287衛生使用料

2 5,293 △249 5,044民生使用料

 千円  千円

17,244千円

17,400千円

 千円

１４款　使用料及び手数料

　１項　使用料

目 補正前の額 補　正　額 計
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　１４款　使用料及び手数料

幼稚園使用料 1,249 幼稚園保育料増 1,249

料 行政財産目的外使用料増 114

教育総務使用 △654 教職員住宅使用料減 △768

法定外公共物使用料 1

料 行政財産目的外使用料 19

都市計画使用 66 公園使用料増 46

河川使用料 8 河川占用料増 8

使用料 法定外公共物使用料増 197

道路橋りょう 5,734 道路占用料増 5,537

農業使用料 1,448 法定外公共物使用料 1,448

行政財産目的外使用料減 △201

労働使用料 △75 勤労者福祉会館使用料増 126

行政財産目的外使用料増 560

料 環境センター使用料減 △10

保健衛生使用 2,160 斎苑使用料増 1,610

料

児童福祉使用 1 行政財産目的外使用料 1

料 生活館使用料 66

同和行政使用 △246 共同浴場使用料減 △312

料 行政財産目的外使用料減 △1

社会福祉使用 △4 保健福祉センター使用料減 △3

庁舎駐車場使用料 5,965

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分
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3 147,495 △570 146,925衛生手数料

2 10 5 15民生費手数料

1 53,215 △470 52,745総務手数料

　２項　手数料 △156千円

１４款　使用料及び手数料 17,244千円

241,366 17,400 258,766計

0 1,366 1,366消防使用料9

17,244千円

17,400千円

 千円

１４款　使用料及び手数料

　１項　使用料

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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　１４款　使用料及び手数料

清掃手数料 △240 し尿汲取手数料減 △100

改葬許可証交付手数料増 3

料 狂犬病予防注射済票交付手数料減 △45

保健衛生手数 △330 畜犬登録手数料減 △288

料

児童福祉手数 5 督促手数料増 5

台帳手数料 住民基本台帳関係手数料減 △222

戸籍住民基本 △970 戸籍関係手数料減 △748

徴税手数料 1,125 税務関係諸証明手数料増 1,125

住民基本台帳カード交付手数料減 △339

外国人登録原票記載事項証明書交付手数料増 95

自動車臨時運行許可手数料増 10

諸証明交付手数料減 △1

料 印鑑証明交付手数料減 △342

総務管理手数 △625 印鑑登録手数料減 △48

料

消防総務使用 1,3661,366 行政財産目的外使用料

料

保健体育使用 23 行政財産目的外使用料増 23

料 行政財産目的外使用料 10

社会教育使用 △142 公民館使用料減 △152

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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計 2,977,852 △99,972 2,877,880

3 265,934 △60,605 205,329災害復旧費国庫負担金

2 2,711,891 △39,359 2,672,532民生費国庫負担金

1 27 △8 19総務費国庫負担金

　１項　国庫負担金 △99,972千円

１５款　国庫支出金 △82,787千円

220,366 △156 220,210計

6 3,500 500 4,000消防手数料

5 16,137 379 16,516土木手数料

 千円  千円

17,244千円

△156千円

 千円

１４款　使用料及び手数料

　２項　手数料

目 補正前の額 補　正　額 計
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　１４款　使用料及び手数料　１５款　国庫支出金

担金

災害復旧費負 過年発生災害復旧費負担金増 6,300

公共土木施設 △60,605 現年発生災害復旧費負担金減 △66,905

担金

生活保護費負 △12,484 生活保護費負担金減 △12,484

子ども手当負担金（過年度） 13,877

児童扶養手当負担金減 △5,087

担金 児童手当負担金増 14,055

児童福祉費負 △25,172 児童保護費負担金減 △48,017

担金

社会福祉費負 △1,703 国民健康保険基盤安定費負担金減 △1,703

担金

総務管理費負 △8 地方公共団体委任事務負担金減 △8

消防手数料 500 危険物施設設置変更等許可手数料増 500

料 低炭素建築物認定手数料 15

都市計画手数 379 事業者登録手数料増 364

一般廃棄物処理手数料減 △1,468

不燃性廃棄物処理手数料増 1,369

し尿処理手数料減 △362

ごみ等処理手数料増 321

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分
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6 57,211 39,917 97,128教育費国庫補助金

5 39,548 △8,044 31,504消防費国庫補助金

4 367,460 △6,098 361,362土木費国庫補助金

3 57,468 △7,600 49,868農林業費国庫補助金

2 35,013 2,405 37,418衛生費国庫補助金

1 72,823 △2,985 69,838民生費国庫補助金

 千円  千円

△82,787千円

14,388千円

 千円

１５款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

目 補正前の額 補　正　額 計
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　１５款　国庫支出金

学校施設環境改善交付金増 50,024

へき地児童生徒援助費等補助金減 △1,280

特別支援教育就学奨励費補助金減 △322

金 要保護児童援助費補助金減 △79

小学校費補助 48,058 理科教育等設備整備費補助金減 △285

消防団員安全装備品整備等助成金減 △795

社会資本整備総合交付金増 890

発電用施設周辺地域振興事業費補助金増 582

消防費補助金 △8,044 消防設備等整備費補助金減 △8,721

住宅費補助金 △483 社会資本整備総合交付金減 △483

助金

都市計画費補 △8,015 社会資本整備総合交付金減 △8,015

河川費補助金 △4,750 社会資本整備総合交付金減 △4,750

費補助金

道路橋りょう 7,150 社会資本整備総合交付金増 7,150

農業費補助金 △7,600 強い農業づくり交付金減 △7,600

助金 汚水処理施設整備交付金増 2,586

保健衛生費補 2,405 感染症予防事業費等補助金減 △181

助金

生活保護費補 △565 生活保護適正実施事業費補助金減 △565

助金 子育て支援交付金増 1,954

児童福祉費補 △2,307 母子家庭自立支援給付金事業補助金減 △4,261

助金

社会福祉費補 △113 中国残留邦人等支援相談員設置補助金減 △113

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分

- 29 -



3 6,699 1,301 8,000消防費委託金

2 12,391 348 12,739民生費委託金

1 3,000 1,148 4,148総務費委託金

　３項　委託金 2,797千円

１５款　国庫支出金 △82,787千円

653,563 14,388 667,951計

16,500 △2,750 13,750総務費国庫補助金8

7 7,540 △457 7,083災害復旧費国庫補助金

 千円  千円

△82,787千円

14,388千円

 千円

１５款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

目 補正前の額 補　正　額 計
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　１５款　国庫支出金

消防費委託金 1,301 木津川排水樋門操作点検業務委託金増 1,301

託金 子ども手当事務費交付金（過年度分） 20

児童福祉費委 21 特別児童扶養手当事務費委託金（過年度分） 1

託金

社会福祉費委 327 国民年金事務委託金増 327

託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,229

総務管理費委 1,148 外国人登録事務委託金減 △81

助金

総務管理費補 △2,750△2,750 社会資本整備総合交付金減

金

連事業費補助

河川等災害関 △457 過年発生河川等災害関連事業費補助金減 △457

助金

社会教育費補 △619 放課後子ども教室推進事業費補助金減 △619

金

幼稚園費補助 △3,192 幼稚園就園奨励費補助金減 △3,192

へき地児童生徒援助等補助金減 △3,804

特別支援教育就学奨励費補助金減 △514

金 要保護生徒援助費補助金増 135

中学校費補助 △4,330 理科教育等設備整備費補助金減 △147

説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
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1,790,158 28,626 1,818,784計

4 0 4,614 4,614消防費県負担金

3 4,367 6 4,373衛生費県負担金

2 1,780,559 24,465 1,805,024民生費県負担金

1 5,232 △459 4,773総務費県負担金

　１項　県負担金 28,626千円

１６款　県支出金 △245,289千円

22,090 2,797 24,887計

 千円  千円

△82,787千円

2,797千円

 千円

１５款　国庫支出金

　３項　委託金

目 補正前の額 補　正　額 計
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　１５款　国庫支出金　１６款　県支出金

消防費負担金 4,614 緊急消防援助隊活動費負担金（過年度分） 4,614

担金

保健衛生費負 6 予防接種事故対策負担金増 6

担金

生活保護費負 19,253 生活保護法第７３条による負担金増 19,253

子ども手当負担金（過年度分） 4,515

担金 児童手当負担金増 3,471

児童福祉費負 △16,023 児童保護費負担金減 △24,009

特別障害者手当等給付費負担金減 △2,945

保険基盤安定拠出金減 △15,456

障害者自立支援給付等負担金増 58,234

障害児施設措置費等負担金 4,553

担金 更生医療給付費負担金増 1,861

社会福祉費負 21,235 国民健康保険基盤安定費負担金減 △25,012

担金

総務管理費負 △459 特例処理事務交付金減 △459

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分
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2 591,413 13,383 604,796民生費県補助金

1 227,570 △63,300 164,270総務費県補助金

補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

△245,289千円

△283,089千円

 千円

１６款　県支出金

　２項　県補助金

目
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　１６款　県支出金

安心こども基金地域子育て創生事業費補助金減 △38

安心こども基金職員資質向上事業補助金増 7

安心こども基金保育基盤整備事業補助金増 5,559

病児・病後児保育事業補助金増 9

次世代育成支援特別保育推進事業（低年齢児）補助金減 △232

休日保育事業費補助金増 3

放課後児童対策事業費補助金減 △2,566

一人親家庭等医療費補助金増 456

助金 乳幼児医療費補助金減 △1,016

児童福祉費補 1,027 延長保育促進事業費補助金増 526

助金 隣保館事業費補助金減 △961

同和行政費補 △2,994 隣保館運営費補助金減 △2,033

助金 介護保険サービス利用者負担額減額措置事業費補助金減 △966

老人福祉費補 △1,594 介護予防・生活支援事業費補助金減 △628

新体系定着支援事業補助金 20,793

福祉有償運送普及促進支援事業補助金減 △20

地域支え合い体制づくり事業補助金減 △810

移行時運営安定化事業補助金 4

事業運営安定化事業補助金 2,301

障害者程度区分認定等事業費補助金増 118

助金 障害者地域生活支援事業費等補助金減 △8,643

社会福祉費補 16,943 心身障害者医療費補助金増 3,200

地域減災力強化推進補助金増 1,018

消費者行政活性化基金事業費補助金減 △333

市町村合併支援交付金減 △60,000

助金 人権啓発活動推進事業費補助金減 △145

総務管理費補 △63,300 市町村自主運行バス運行費補助金減 △3,840

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

- 35 -



6 23,632 △2,324 21,308土木費県補助金

5 154,305 △6,597 147,708農林業費県補助金

4 218,060 △46,957 171,103労働費県補助金

3 130,279 △24,561 105,718衛生費県補助金

 千円  千円

△245,289千円

△283,089千円

 千円

１６款　県支出金

　２項　県補助金

目 補正前の額 補　正　額 計
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　１６款　県支出金

住宅費補助金 △2,280 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金減 △2,280

助金

都市計画費補 △44 三重県土地取引規制等市町事務費交付金減 △44

農山漁村地域整備交付金減 △6,500

林業費補助金 △6,509 森林環境創造事業費補助金減 △9

環境保全型農業直接支援対策交付金減 △503

有害鳥獣捕獲緊急対策事業費補助金 2,189

農地制度実施円滑化事業費補助金減 △1

新規就農者総合支援事業費補助金減 △1,500

農用地利用集積特別対策事業費補助金減 △300

中山間地域等直接支払推進事業費補助金増 48

中山間地域等直接支払交付金減 △101

農業費補助金 △88 農業委員会交付金増 80

住宅手当緊急特別措置事業補助金減 △9,266

労働費補助金 △46,957 緊急雇用創出事業市町等補助金減 △37,691

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金減 △28,028

地域自殺対策緊急強化事業補助金減 △240

妊婦健康診査臨時特例交付金増 1,074

小児救急医療支援補助金減 △3

助金 特定不妊治療費補助金増 50

保健衛生費補 △24,561 合併処理浄化槽設置整備事業補助金増 2,586

助金

生活保護費補 1 住まい対策緊急特別措置事業費補助金増 1

安心こども基金高等技能訓練促進費等事業補助金 4,260

子ども医療費補助金減 △5,941

説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
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1 213,051 9,093 222,144総務費委託金

　３項　委託金 9,174千円

１６款　県支出金 △245,289千円

1,672,166 △283,089 1,389,077計

313,891 △151,841 162,050災害復旧費県補助金9

8 8,016 △391 7,625教育費県補助金

△245,289千円

△283,089千円

 千円

１６款　県支出金

　２項　県補助金

7 5,000 △501 4,499消防費県補助金

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

- 38 -



　１６款　県支出金

就業構造基本調査費委託金増 9

住宅・土地統計調査単位区設定費委託金増 315

三重県人口推計調査委託金減 △4

託金 三重県小売物価統計調査委託金減 △92

統計調査費委 145 工業統計調査委託金減 △113

台帳費委託金

戸籍住民基本 △9 人口動態調査事務委託金減 △9

徴税費委託金 8,835 個人県民税徴収委託金増 8,835

人権啓発活動地方委託事業費委託金減 △69

土砂災害情報相互通報システム整備事業委託金増 200

託金 みえ県議会だより配布事務委託金減 △3

総務管理費委 122 県政だより配布事務委託金減 △6

復旧費補助金

農林施設災害 △151,841△151,841 現年発生農林業用施設災害復旧費補助金減

助金

社会教育費補 △619 放課後子ども教室推進事業費補助金減 △619

金

小学校費補助 208 防災機能強化補助金 208

助金

教育総務費補 20 被災児童生徒就学援助事業補助金 20

消防費補助金 △501 地域減災力強化推進補助金減 △501

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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2 37,296 7,287 44,583利子及び配当金

1 35,634 △2,336 33,298財産貸付収入

　１項　財産運用収入 45,643千円

１７款　財産収入 48,553千円

239,978 9,174 249,152計

0 2 2民生費委託金6

4 375 △6 369土木費委託金

3 5,167 85 5,252商工費委託金

 千円  千円

△245,289千円

9,174千円

 千円

１６款　県支出金

　３項　委託金

目 補正前の額 補　正　額 計

- 40 -



　１６款　県支出金　１７款　財産収入

公共施設等整備基金利子増 96

観光振興基金利子増 448

ふるさと水と土保全対策基金利子増 203

福祉資金貸付事業基金利子増 4

地域福祉基金利子増 734

芭蕉翁顕彰事業基金利子増 965

文化振興基金利子減 △7

関西本線近代化整備基金利子増 625

ふるさと創生基金利子増 2

職員退職手当基金利子増 7

金 減債基金利子増 45

利子及び配当 7,287 財政調整基金利子増 4,074

収入

土地建物貸付 △2,336 市有土地建物貸付収入減 △2,336

託金

社会福祉費委 22 社会福祉統計調査費交付金

託金

都市計画費委 △2 建築動態統計調査委託金減 △2

河川費委託金 △4 矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金減 △4

商工費委託金 85 ふるさと公園維持管理委託金増 85

経済センサス調査区管理委託金減 △1

経済センサス活動調査委託金増 31

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分

- 41 -



1 2,000 2,577 4,577不動産売払収入

１７款　財産収入 48,553千円

　２項　財産売払収入 2,910千円

計 73,096 45,643 118,739

3 166 40,692 40,858基金運用収入

48,553千円

45,643千円

 千円

１７款　財産収入

　１項　財産運用収入

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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　１７款　財産収入

払収入

土地建物等売 2,577 土地建物売払収入増 2,577

教育図書購入基金運用収入 132

地域福祉基金運用収入 4,502

関西本線近代化整備基金運用収入 3,973

ササユリ奨学基金運用収入 132

伊賀市振興基金運用収入 4,812

財政調整基金運用収入 9,842

芭蕉翁顕彰事業基金運用収入 8,637

観光振興基金運用収入 8,622

基金運用収入 40,692 土地開発基金運用収入増 40

庁舎建設基金利子減 △1,475

交通安全対策事業基金利子増 52

伊賀市ふるさと応援基金利子増 3

ササユリ奨学基金利子増 71

伊賀市振興基金利子増 1,572

環境保全基金利子増 22

国際交流基金利子減 △2

堀池一三通学安全対策基金利子増 2

土地開発基金利子減 △1

川上ダム周辺整備事業基金利子減 △155

川上地区施設管理基金利子増 1

青山工業団地調整池等管理基金利子増 2

住宅団地等調整池管理基金利子減 △1

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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1 19,868 △3,197 16,671駐車場事業特別会計繰入金

　１項　他会計繰入金 △3,522千円

１９款　繰入金 84,448千円

9,555 248 9,803計

6 0 35 35民生費寄附金

4 0 76 76商工費寄附金

3 5,955 △2,349 3,606土木費寄附金

2 500 256 756衛生費寄附金

1 3,000 2,230 5,230総務費寄附金

１８款　寄附金 248千円

　１項　寄附金 248千円

計 2,117 2,910 5,027

2 117 333 450物品売払収入

 千円  千円

48,553千円

2,910千円

 千円

１７款　財産収入

　２項　財産売払収入

目 補正前の額 補　正　額 計
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　１７款　財産収入　１８款　寄附金　１９款　繰入金

別会計繰入金

駐車場事業特 △3,197 駐車場事業特別会計繰入金減 △3,197

附金

児童福祉費寄 30 子育て支援事業寄附金 30

附金

社会福祉費寄 5 社会福祉事業寄附金 5

商工費寄附金 76 観光振興寄附金 76

附金

都市計画費寄 △2,349 下排水路整備工事寄附金減 △2,349

附金

保健衛生費寄 256 環境対策費寄附金増 256

附金

総務管理費寄 2,230 伊賀市ふるさと応援寄附金増 2,230

機械備品等売払収入減 △10

物品売払収入 333 公用車売払収入増 343

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分

- 45 -



7 1,594 △266 1,328青山工業団地調整池等管理基金繰入金

6 151,587 △78,503 73,084川上ダム周辺整備事業基金繰入金

5 2,676 △193 2,483住宅団地等調整池管理基金繰入金

4 8,300 △200 8,100文化振興基金繰入金

2 500 △340 160地域振興基金繰入金

1 831,318 △27,100 804,218財政調整基金繰入金

１９款　繰入金 84,448千円

　２項　基金繰入金 87,970千円

計 22,771 △3,522 19,249

3 531 41 572大山田財産区特別会計繰入金

84,448千円

△3,522千円

 千円

１９款　繰入金

　１項　他会計繰入金

2 2,372 △366 2,006島ヶ原財産区特別会計繰入金

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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　１９款　繰入金

基金繰入金

調整池等管理

青山工業団地 △266 青山工業団地調整池等管理基金繰入金減 △266

繰入金

整備事業基金

川上ダム周辺 △78,503 川上ダム周辺整備事業基金繰入金減 △78,503

繰入金

整池管理基金

住宅団地等調 △193 住宅団地等調整池管理基金繰入金減 △193

繰入金

文化振興基金 △200 文化振興基金繰入金減 △200

繰入金

地域振興基金 △340 地域振興基金繰入金減 △340

繰入金

財政調整基金 △27,100 財政調整基金繰入金減 △27,100

金

特別会計繰入

大山田財産区 41 大山田財産区特別会計繰入金増 41

金

特別会計繰入

島ヶ原財産区 △366 島ヶ原財産区特別会計繰入金減 △366

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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1 5,339 △144 5,195福祉資金貸付金元利収入

　３項　貸付金元利収入 △164千円

２１款　諸収入 59,599千円

2,000 2,600 4,600計

1 2,000 2,600 4,600市預金利子

　２項　市預金利子 2,600千円

２１款　諸収入 59,599千円

30,000 3,000 33,000計

1 30,000 3,000 33,000延滞金

　１項　延滞金、加算金及び過料 3,000千円

２１款　諸収入 59,599千円

1,784,287 87,970 1,872,257計

400,000 190,000 590,000伊賀市振興基金繰入金18

13 111,299 4,713 116,012庁舎建設基金繰入金

10 87,760 63 87,823環境保全基金繰入金

9 2,069 △204 1,865ササユリ奨学基金繰入金

 千円  千円

84,448千円

87,970千円

 千円

１９款　繰入金

　２項　基金繰入金

目 補正前の額 補　正　額 計

- 48 -



　１９款　繰入金　２１款　諸収入

金元利収入

福祉資金貸付 △144 福祉資金貸付金元利収入（過年度分）減 △144

預金利子 2,600 預金利子増 2,600

延滞金 3,000 延滞金増 3,000

金繰入金

伊賀市振興基 190,000190,000 伊賀市振興基金繰入金増

繰入金

庁舎建設基金 4,713 庁舎建設基金繰入金増 4,713

繰入金

環境保全基金 63 環境保全基金繰入金増 63

基金繰入金

ササユリ奨学 △204 ササユリ奨学基金繰入金減 △204

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分
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3 486,840 37,274 524,114雑入

2 5,000 9,743 14,743納付金

　５項　雑入 47,079千円

２１款　諸収入 59,599千円

13,514 7,084 20,598計

852 △94 758農林業費受託事業収入2

1 12,662 7,178 19,840民生費受託事業収入

　４項　受託事業収入 7,084千円

２１款　諸収入 59,599千円

89,107 △164 88,943計

5 44 △20 24生活福祉資金貸付金元利収入

 千円  千円

59,599千円

△164千円

 千円

２１款　諸収入

　３項　貸付金元利収入

目 補正前の額 補　正　額 計
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　２１款　諸収入

複写料増 171

ケーブル維持管理料減 △184

保険料増 464

鑑札弁償金減 △9

健康診断本人負担金減 △97

電気ガス等使用料増 451

総務費雑入 19,329 私用電話料等増 2

金

開発行為納付 9,743 宅地造成事業に関する指導要綱に基づく納付金増 9,743

業収入

農業費受託事 △94△94 農業者年金業務受託事務費減

託事業収入

児童福祉費受 5,719 保育所運営受託事業収入増 5,719

託事業収入

老人福祉費受 1,459 養護老人ホーム措置受託事業収入増 1,459

入

貸付金元利収

生活福祉資金 △20 生活福祉資金貸付金元利収入（過年度分）減 △20

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分
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 千円  千円

59,599千円

47,079千円

 千円

２１款　諸収入

　５項　雑入

目 補正前の額 補　正　額 計
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　２１款　諸収入

複写料 17

特別保育事業負担金減 △460

事業参加負担金増 7

精算返納金 227

福祉施設使用料減 △574

生活保護法第７８条による返還金増 1,900

生活保護法第６３条による返還金増 5,500

電気ガス使用料減 △23

民生費雑入 7,272 保育所職員給食費等増 763

返還金（燃料費相当分） 1

返還金（時間外勤務手当分） 13

納税貯蓄組合連合会積立金返還金 860

電波利用料減 △2

農業投資価格調査手数料 49

電気ガス等使用料（過年度分） 3,395

地域運行型行政バス運賃収入減 △16

広告料減 △19

返還金 12

過年度過誤納還付金県民税交付金 401

駐車場使用料 970

入場券売払収入減 △223

職員研修助成金増 101

事業参加負担金 6

雇用保険料本人負担金減 △819

公益財団法人三重県市町村振興協会市町交付金 12,727

書籍等売払代金増 410

会議室等使用料減 △22

物品等売払代金増 375

地方公務員災害補償基金負担金精算金 312

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分
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 千円  千円

59,599千円

47,079千円

 千円

２１款　諸収入

　５項　雑入

目 補正前の額 補　正　額 計
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　２１款　諸収入

複写料増 319

賠償保険金減 △90

土木費雑入 2,039 物品等売払代金増 19

標識歩道等整備奨励助成金 120

保険料 186

商工費雑入 307 公衆電話使用料 1

中山間地域等直接支払交付金精算返還金 34

講演料 17

農林業費雑入 37 電気ガス等使用料減 △14

労働費雑入 △14 電気ガス等使用料減 △14

高齢者肺炎球菌ワクチン助成事業補助金減 △838

看護実習生指導費 6

病院群輪番制維持確保対策費分担金増 22

広告料増 19

栄養教室参加費 58

狂犬病予防注射代金減 △848

病院群輪番制運営費分担金増 26

再商品化合理化拠出金 655

備品貸付料減 △6

電気ガス等使用料減 △115

物品等売払代金増 7,255

衛生費雑入 6,358 検診一部負担金増 124

材料費負担金 14

老人保健診療報酬等返還金 32

保険料増 124

障害者自立支援給付費減 △453

過誤払返納金増 198

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分

- 55 -



4 1 62 63滞納処分費

 千円  千円

59,599千円

47,079千円

 千円

２１款　諸収入

　５項　雑入

目 補正前の額 補　正　額 計
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　２１款　諸収入

滞納処分費 62 滞納処分費増 62

電力需要抑制体制整備費報酬料金 26

図書館活性化推進事業助成金 200

負担金返還金 1

学びあう生涯学習社会づくり支援事業助成金 93

保険料増 27

精算返納金 1

太陽光発電収入増 3

事業参加負担金増 159

地域海洋センター修繕助成金減 △130

日本スポーツ振興センター災害共済給付金減 △600

弁償金減 △10

埋蔵文化財発掘調査負担金減 △4,300

教職員住宅共益費減 △100

土地建物貸付料増 24

複写料減 △27

教育費雑入 △4,737 電気ガス等使用料減 △104

費用弁償負担金 4

自動車重量税還付金 15

返還金 3

派遣職員給料等負担金 6,272

消防団員指導員研修補助金 42

保険料 266

電気ガス等使用料 9

消防費雑入 6,683 精算返納金 72

負担金返還金 133

保険料 1,478

強制執行費用 180

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分

- 57 -



7 345,000 43,700 388,700教育債

6 94,200 △28,700 65,500消防債

5 1,194,200 △260,600 933,600土木債

4 63,700 6,900 70,600農林業債

3 270,000 △32,200 237,800衛生債

2 195,500 200 195,700民生債

1 1,096,500 △343,500 753,000総務債

　１項　市債 △782,800千円

２２款　市債 △782,800千円

491,891 47,079 538,970

目 補正前の額

計

 千円  千円

59,599千円

47,079千円

 千円

２１款　諸収入

　５項　雑入

補　正　額 計
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　２１款　諸収入　２２款　市債

保健体育債 △5,900 社会体育施設整備事業減 △5,900

社会教育債 △1,100 社会教育施設整備事業減 △1,100

中学校債 △7,400 中学校施設整備事業減 △7,400

小学校債 58,100 小学校施設整備事業増 58,100

消防債 △28,700 消防施設整備事業減 △28,700

駅前再開発駐車場整備事業減 △128,100

街なみ環境整備事業減 △6,900

市街地再開発事業減 △78,700

都市計画債 △219,800 下排水路整備事業減 △6,100

河川債 △2,900 臨時河川等整備事業減 △2,900

債

道路橋りょう △37,900 道路橋りょう整備事業減 △37,900

林業債 △2,600 林道整備事業減 △2,600

農業債 9,500 農業基盤整備事業増 9,500

保健衛生債 △32,200 水道事業会計出資金減 △32,200

児童福祉債 200 児童福祉施設整備事業増 200

防災対策事業減 △4,700

庁舎整備事業減 △324,000

総務管理債 △343,500 地区市民センター整備事業減 △14,800

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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5,928,500 △782,800 5,145,700計

8 405,400 △168,600 236,800災害復旧債

 千円  千円

△782,800千円

△782,800千円

 千円

２２款　市債

　１項　市債

目 補正前の額 補　正　額 計
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　２２款　市債

復旧債

公用施設災害

その他公共・ 5,200 その他公共・公用施設災害復旧事業増 5,200

災害復旧債

公共土木施設 △70,900 公共土木施設災害復旧事業減 △70,900

復旧債

農林施設災害 △102,900 農林施設災害復旧事業減 △102,900

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

節

区　　分
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３　　歳    出

 千円  千円

△1,966千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　１款　議会費

　１項　議会費 △1,966千円

その他国県支出金 地方債

計

△1,9661 議会費 339,064 337,098 △3 △1,963

△1,966339,064 337,098計 0 △30 △1,963

- 62 -



節

千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額区　　分

△94職員手当等3 003 職員人件費 △116

　01 職員人件費 △116
32共済費4

△30　　　　通勤手当減

358賃金7 △64　　　　管理職員特別勤務手当減

△22　　　　職員共済組合負担金減
△45報償費8

101 議会運営費 △1,850

△1,113旅費9 　01 議会運営一般経費 0

54　　　　事務補助員保険料
△120交際費10

358　　　　事務補助員賃金

△211需用費11 △45　　　　謝礼減

△120　　　　交際費減
△5委託料13

△30　　　　燃料費減

△20使用料及び賃14 10　　　　食糧費増

借料 △175　　　　印刷製本費減

△5　　　　健康診断等委託料減
61備品購入費18

61　　　　事業用備品購入費増

△809負担金、補助19 △106　　　　全国市議会議長会負担金減

及び交付金 △2　　　　研修会等参加負担金減

　02 行政視察・政務調査等経費 △1,850

△1,113　　　　旅費減

△16　　　　食糧費減

△14　　　　有料道路通行料減

△6　　　　駐車場借上料減

△720　　　　政務調査費減

19　　　　研修会等参加負担金増

　　１款　議会費

- 63 -



 千円  千円  千円 千円  千円

△290,277千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

目 補正前の額

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

 千円

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

△290,0301 一般管理費 3,041,007 2,750,977 1,140 △35,069△324,000 67,899

- 64 -



千円 千円

区　　分

節

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

△289報酬1 002 特別職人件費 △3,206

　01 特別職給 △3,206
△5,427給料2

△1,960　　　　特別職給減

60,591職員手当等3 △483　　　　期末手当減

△754　　　　職員共済組合負担金減
△2,085共済費4

11　　　　地方公務員災害補償基金負担金増

△4,005賃金7 △20　　　　職員共済会補助金減

003 職員人件費 59,105
△114報償費8

　01 職員人件費 59,105

△1,496旅費9 △3,467　　　　一般職給減

2　　　　扶養手当増
△40交際費10

27　　　　住居手当増

△2,957需用費11 13,458　　　　時間外勤務手当増

△437　　　　管理職員特別勤務手当減
△3,434役務費12

△120　　　　管理職手当減

△53,675委託料13 △761　　　　期末手当減

△676　　　　勤勉手当減
1,143使用料及び賃14

50,000　　　　退職手当増
借料

△419　　　　地域手当減

△298,870工事請負費15 △947　　　　職員共済組合負担金減

2,422　　　　地方公務員災害補償基金負担金増
25原材料費16

23　　　　職員共済会補助金増

△9,847公有財産購入17 102 一般管理経費 △2,398

費 　01 一般管理経費 △2,398

△132　　　　指定管理者選定委員会委員報酬減
2,376備品購入費18

△48　　　　旅費減

19,702負担金、補助19 △588　　　　消耗品費減

及び交付金 △62　　　　燃料費減

△7　　　　食糧費減

　　２款　総務費
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 千円  千円  千円 千円  千円

△290,277千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

目 補正前の額

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

 千円

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

- 66 -



千円 千円

区　　分

節

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

9,840補償、補填及22 △5　　　　印刷製本費減

び賠償金 9　　　　修繕料増

4　　　　医薬材料費増
△1,468積立金25

△2,283　　　　通信運搬費減

1,028　　　　手数料増

△1　　　　自動体外式除細動器保守点検委託料減

△65　　　　事務機器保守点検委託料減

△2　　　　有料道路通行料減

△15　　　　機械器具借上料減

△176　　　　システム等使用料減

△54　　　　機械器具購入費減

△1　　　　研修会等参加負担金減

103 庁舎管理経費 △333,868

　01 庁舎維持管理経費 △476

42　　　　業務嘱託員報酬増

6　　　　業務嘱託員保険料増

19　　　　業務従事者賃金増

967　　　　燃料費増

△7,368　　　　光熱水費減

2,411　　　　修繕料増

△257　　　　手数料減

199　　　　エレベーター保守点検業務委託料増

26　　　　自動扉保守点検整備業務委託料増

△338　　　　空調設備保守点検業務委託料減

△174　　　　電気設備保安管理業務委託料減

△76　　　　消防設備等保守点検業務委託料減

△71　　　　室内環境測定業務委託料減

△109　　　　浄化槽清掃等保守点検業務委託料減

△53　　　　害虫防除業務委託料減

　　２款　総務費
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 千円  千円

△290,277千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

その他国県支出金 地方債

計
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節

千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額区　　分

△866　　　　清掃業務委託料減

2,519　　　　駐車場施設管理業務委託料増

44　　　　樹木等緑地管理業務委託料増

△48　　　　取水源貯水槽清掃業務委託料減

△1　　　　樹木剪定伐採等委託料減

△97　　　　草刈業務委託料減

△21　　　　機械器具借上料減

1,095　　　　土地建物借上料

12　　　　テレビ受信料増

336　　　　庁舎移転先施設改修工事費

25　　　　資材費

1,302　　　　管理用備品購入費増

　02 仮庁舎維持管理経費 △16,802

△540　　　　光熱水費減

1,761　　　　修繕料

△1,000　　　　通信運搬費減

8　　　　手数料

1,344　　　　清掃業務委託料

△20,000　　　　ＮＴＴビル改修工事委託料減

601　　　　土地建物借上料増

1,024　　　　管理用備品購入費

　51 庁舎整備事業 219,074

20　　　　旅費

1,524　　　　修繕料

6,470　　　　運搬業務委託料

124　　　　アスベスト調査業務委託料

840　　　　土壌調査委託料

1,300　　　　埋蔵文化財発掘調査委託料

494　　　　庁舎建設測量業務委託料

　　２款　総務費
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 千円  千円

△290,277千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

その他国県支出金 地方債

計
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節

千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額区　　分

600　　　　庁舎駐車場設計業務委託料

2,856　　　　庁舎建設工事監理業務委託料

287　　　　電算機器移設業務委託料

735　　　　電話設備設定変更業務委託料

10　　　　有料道路通行料

11,810　　　　仮駐車場整備工事費

6,682　　　　庁舎改修工事費

11,448　　　　電算室移設改修工事費

2,172　　　　庁舎移転先施設改修工事費

1,178　　　　市営白鳳門駐車場改修工事費

73,500　　　　建物除却工事費

9,653　　　　丸の内交番移転用地取得費

20,122　　　　工事負担金

67,240　　　　庁舎建設事業補償費

9　　　　庁舎建設基金積立金

　52 庁舎建設事業 △535,664

40　　　　謝礼

△76　　　　旅費減

39　　　　消耗品費増

△315　　　　印刷製本費減

△960　　　　手数料減

△3,497　　　　庁舎設計意図伝達業務委託料減

3,801　　　　旧上野庁舎記録保存業務委託料

△18,600　　　　運搬業務委託料減

630　　　　電波障害測定調査委託料

△1,300　　　　埋蔵文化財発掘調査委託料減

1,591　　　　庁舎建設測量業務委託料

△16,803　　　　庁舎建設設計業務委託料減

△15,800　　　　庁舎建設工事監理業務委託料減

　　２款　総務費
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 千円  千円

△290,277千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

その他国県支出金 地方債

計
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節

千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額区　　分

△39　　　　有料道路通行料減

4　　　　会場借上料等

1　　　　駐車場借上料

△240,000　　　　庁舎建設工事費減

△19,320　　　　庁舎敷地造成工事費減

△1,575　　　　庁舎改修工事費減

△5,772　　　　庁舎移転先施設改修工事費減

△139,329　　　　建物除却工事費減

△19,500　　　　丸の内交番移転用地取得費減

△57,400　　　　庁舎建設事業補償費減

△1,484　　　　庁舎建設基金積立金減

104 秘書事務経費 △1

　01 秘書事務管理経費 △1

△6　　　　表彰審査委員会委員報酬減

7　　　　業務嘱託員保険料増

77　　　　賞品及び記念品増

△50　　　　旅費減

△40　　　　交際費減

△38　　　　燃料費減

△21　　　　食糧費減

175　　　　印刷製本費増

△32　　　　修繕料減

14　　　　通信運搬費

△13　　　　手数料減

△18　　　　筆耕翻訳料減

△20　　　　有料道路通行料減

△10　　　　自動車借上料等減

△15　　　　駐車場借上料減

104　　　　管理用備品購入費

　　２款　総務費
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 千円  千円

△290,277千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

その他国県支出金 地方債

計

- 74 -



節

千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額区　　分

△115　　　　研修会等参加負担金減

105 人事管理経費 △8,494

　01 人事管理一般経費 △113

△120　　　　特別職報酬等審議会委員報酬減

7　　　　職員退職手当基金積立金増

　02 職員福利厚生経費 △1,322

△13　　　　旅費減

△802　　　　消耗品費減

△392　　　　健康診断等委託料減

△115　　　　研修会等参加負担金減

　03 職員採用試験経費 △197

△94　　　　職員採用試験委員会委員報酬減

△24　　　　食糧費減

1　　　　通信運搬費増

△30　　　　職員採用試験委託料減

△50　　　　会場借上料等減

　52 産休病休代替等事務補助員雇用経費 △6,862

△3,081　　　　事務補助員保険料減

243　　　　労働災害保険料増

△4,024　　　　事務補助員賃金減

106 職員研修経費 △1,535

　51 職員研修経費 △67

△240　　　　謝礼減

△198　　　　旅費減

474　　　　研修委託料増

△5　　　　有料道路通行料減

2　　　　駐車場借上料

50　　　　ＮＯＭＡ会員年会費

△150　　　　研修会等参加負担金減

　　２款　総務費
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 千円  千円

△290,277千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

その他国県支出金 地方債

計

- 76 -



節

千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額区　　分

　52 人権・同和研修経費 △1,468

20　　　　謝礼

△1,144　　　　旅費減

34　　　　有料道路通行料

△20　　　　会場借上料等減

△231　　　　自動車借上料等減

△4　　　　入場料減

△123　　　　研修会等参加負担金減

107 窓口業務経費 40

　01 窓口業務経費 5

5　　　　事務補助員保険料増

　02 住民票等証明交付事業 46

46　　　　手数料増

　03 市民相談業務経費 △11

△11　　　　報償費減

108 固定資産評価審査委員会経費 327

　01 固定資産評価審査委員会経費 327

21　　　　固定資産評価審査委員会委員報酬増

△4　　　　旅費減

△5　　　　消耗品費減

315　　　　弁護士業務委託料

109 工事検査事務経費 0

　01 工事検査事務経費 0

17　　　　旅費増

△40　　　　消耗品費減

△2　　　　技術系職員研修業務委託料減

△1　　　　工事実地検査業務委託料減

△8　　　　有料道路通行料減

34　　　　研修会等参加負担金増

　　２款　総務費
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 千円  千円

△290,277千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

その他国県支出金 地方債

計

△3,1132 文書広報費 80,048 76,935 △40 △3,073

104 会計管理費 4,030 4,040 10

- 78 -



節

千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額区　　分

△6報酬1 110 文書管理事務経費 56

　01 文書管理事務経費 56
16共済費4

16　　　　事務補助員保険料増

23賃金7 23　　　　事務補助員賃金増

17　　　　公印購入費
△63報償費8

111 広聴広報業務経費 △3,100

26旅費9 　51 広報作成等業務経費 △3,100

26　　　　旅費増
△3,693需用費11

56　　　　消耗品費増

12役務費12 △3,749　　　　印刷製本費減

359　　　　通信運搬費
347委託料13

2　　　　有料道路通行料増

2使用料及び賃14 48　　　　機械器具購入費

借料 188　　　　事業用備品購入費

△30　　　　研修会等参加負担金減
253備品購入費18

112 行政情報番組等制作及び放送経費 △69

△30負担金、補助19 　51 行政情報番組等制作及び放送経費 △69

及び交付金 △6　　　　行政情報番組検討委員会委員報酬減

△63　　　　謝礼減

△347　　　　手数料減

347　　　　行政情報番組制作等委託料増

△29旅費9 114 会計管理事務経費 10

　01 会計管理事務経費 10
72需用費11

△29　　　　旅費減

△32委託料13 15　　　　燃料費増

57　　　　印刷製本費増
4使用料及び賃14

△32　　　　事務機器保守点検委託料減
借料

4　　　　有料道路通行料増

　　２款　総務費

- 79 -



 千円  千円  千円 千円  千円

△290,277千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

目 補正前の額

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

 千円

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

△9,6115 財産管理費 976,208 966,597 △1 13,574 △23,184

- 80 -



千円 千円

区　　分

節

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

△5負担金、補助19 △5　　　　三重県都市会計管理者協議会負担金減

及び交付金

54報酬1 115 市有財産管理経費 △2,899

　01 市有財産管理経費 △2,495
△40報償費8

54　　　　ネーミングライツ・パートナー選定委員報酬

26旅費9 26　　　　旅費増

2　　　　食糧費
3,652需用費11

7　　　　光熱水費増

△1,829役務費12 △5　　　　賠償責任保険料減

△561　　　　登記事務等委託料減
△9,322委託料13

△446　　　　樹木剪定伐採等委託料減

△2,097使用料及び賃14 94　　　　草刈業務委託料増

借料 △156　　　　警備業務委託料減

△525　　　　公共施設調査事業委託料減
△228工事請負費15

3　　　　有料道路通行料

△68公有財産購入17 1　　　　会場借上料等

費 703　　　　自動車借上料等

△16　　　　電柱電話線共架料減
△1,591備品購入費18

△1,676　　　　車両購入費減

△12,169負担金、補助19 　03 製材事業所跡地維持管理経費 △340

及び交付金 △40　　　　謝礼減

△300　　　　瑕疵担保修繕工事費減
14,001積立金25

　04 治田ふれあいプラザ管理経費 11

11　　　　施設整備事業負担金増

　06 島ヶ原会館維持管理経費 △75

△75　　　　耐震診断業務委託料減

116 上野ふれあいプラザ管理経費 2,377

　51 上野ふれあいプラザ管理経費 2,377

3,792　　　　光熱水費増

　　２款　総務費

- 81 -



 千円  千円  千円 千円  千円

△290,277千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

目 補正前の額

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

 千円

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

- 82 -



千円 千円

区　　分

節

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

△1,415　　　　上野ふれあいプラザ指定管理料減

117 普通財産管理及び取得事業 △184

　51 普通財産管理及び取得事業 △184

△116　　　　土地建物借上料減

△68　　　　土地開発公社取得用地購入費減

119 基金積立金 14,001

　01 基金積立金 14,001

13,916　　　　財政調整基金積立金増

45　　　　減債基金積立金増

40　　　　土地開発基金積立金増

658 ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 △18,201

　01 ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 △18,201

△89　　　　消耗品費減

63　　　　印刷製本費

1,146　　　　光熱水費増

△938　　　　通信運搬費減

32　　　　手数料

△809　　　　火災保険料減

△758　　　　空調設備保守点検業務委託料減

△6,016　　　　清掃業務委託料減

△515　　　　ごみ収集業務委託料減

△214　　　　警備業務委託料減

369　　　　運搬業務委託料

△556　　　　機械器具借上料減

△150　　　　テレビ受信料減

△1,934　　　　駐車場借上料減

△20　　　　回線使用料減

11　　　　システム等借上料

△23　　　　システム等使用料減

　　２款　総務費
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 千円  千円

△290,277千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

その他国県支出金 地方債

計

△2,1126 企画費 861,954 859,842 △3,840 10,673 △8,945

- 84 -



節

千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額区　　分

63　　　　電子式キーボックス設置工事費

9　　　　無線ＬＡＮ整備工事費

63　　　　管理用備品購入費

22　　　　コンピュータ・ソフトウエア購入費

△195　　　　施設修繕積立負担金減

△7,762　　　　施設維持管理経費負担金減

659 ハイトピア伊賀地下駐車場管理経費 △4,705

　01 ハイトピア伊賀地下駐車場管理経費 △4,705

△1,269　　　　光熱水費減

30　　　　通信運搬費

△139　　　　火災保険料減

△1,098　　　　駐車場設備保守点検委託料減

2,184　　　　駐車場施設管理業務委託料増

△190　　　　警備業務委託料減

△107　　　　施設修繕積立負担金減

△4,116　　　　施設維持管理経費負担金減

△606報酬1 121 調査企画推進事務経費 271

　01 調査企画事務経費 240
△364共済費4

4　　　　修繕料増

△176旅費9 3　　　　筆耕翻訳料

233　　　　伊賀市ふるさと応援基金積立金増
351需用費11

　02 総合計画進行管理経費 △124

△1役務費12 △270　　　　伊賀市まちづくり委員会委員報酬減

84　　　　伊賀市総合計画推進委員会委員報酬
△6,180委託料13

62　　　　印刷製本費増

5使用料及び賃14 　52 自治基本条例推進経費 155

借料 155　　　　印刷製本費増

122 地域振興経費 3,315
△220工事請負費15

　01 地域振興事務経費 6,450

　　２款　総務費
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 千円  千円  千円 千円  千円

△290,277千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

目 補正前の額

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

 千円

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

- 86 -



千円 千円

区　　分

節

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

63備品購入費18 63　　　　管理用備品購入費

1　　　　地域振興基金積立金増
△6,202負担金、補助19

2　　　　ふるさと創生基金積立金増
及び交付金

6,384　　　　伊賀市振興基金積立金増

11,218積立金25 　03 景観整備事業 41

41　　　　常夜灯維持管理経費助成金増

　51 鉄道網整備促進経費 △31

△31　　　　ＪＲ佐那具駅発券業務等委託料減

　52 伊賀市・名張市広域行政事務組合経費 △6,148

△5,904　　　　伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金減

△244　　　　伊賀市・名張市広域行政事務組合分担金減

　53 関西本線電化促進経費 4,576

△19　　　　旅費減

△3　　　　食糧費減

4,598　　　　関西本線近代化整備基金積立金増

　55 伊賀鉄道活性化促進事業 △206

△60　　　　伊賀鉄道活性化連携計画協議会委員報酬減

△113　　　　旅費減

△2　　　　食糧費減

6　　　　光熱水費増

△4　　　　手数料減

△33　　　　児童等伊賀鉄道利用促進補助金減

　56 交通計画推進事業 △1,368

△192　　　　交通計画協議会委員報酬減

△44　　　　旅費減

△5　　　　食糧費減

△1,080　　　　運行業務委託料減

3　　　　駐車場借上料

△50　　　　コミュニティバス運行補助金減

　　２款　総務費
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 千円  千円

△290,277千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

その他国県支出金 地方債

計

- 88 -



節

千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額区　　分

　57 地域公共交通会議運営経費 1

1　　　　駐車場借上料

123 ふれあいの里維持管理事業 59

　01 ふれあいの里維持管理経費 59

279　　　　修繕料増

△220　　　　ふれあいの里施設整備工事費減

124 交流拠点施設維持管理事業 1,691

　51 交流拠点施設維持管理経費 1,691

1,691　　　　大山田温泉さるびの指定管理料増

125 バス等対策事業経費 △7,134

　51 行政バス運行経費 △4,389

△364　　　　業務嘱託員保険料減

△61　　　　燃料費減

45　　　　印刷製本費

18　　　　修繕料増

△4,015　　　　運行業務委託料減

△12　　　　研修会等参加負担金減

　52 地方バス路線維持経費 △2,730

△2,730　　　　運行業務委託料減

　53 地域交通対策事業 △15

△15　　　　地域運行型行政バス運行業務委託料減

127 行政改革推進事務経費 △314

　01 行政改革推進事務経費 △214

△168　　　　行財政改革推進委員会委員報酬減

△49　　　　消耗品費減

5　　　　燃料費増

△3　　　　食糧費減

1　　　　駐車場借上料

　02 行政評価推進事務経費 △100

　　２款　総務費

- 89 -



 千円  千円  千円 千円  千円

△290,277千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

目 補正前の額

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

 千円

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

△1,2627 文化振興費 226,155 224,893 △209 △1,053

- 90 -



千円 千円

区　　分

節

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

△100　　　　消耗品費減

△180報酬1 128 文化振興経費 △368

　01 文化振興一般経費 △182
△20共済費4

14　　　　旅費増

△1報償費8 3　　　　筆耕翻訳料

8　　　　駐車場借上料
64旅費9

△200　　　　市民管弦楽団運営補助金減

△110需用費11 △7　　　　文化振興基金積立金減

　51 美術展覧会運営経費 △186
△139役務費12

△48　　　　伊賀市民美術展覧会運営委員報酬減

△114委託料13 △1　　　　賞品及び記念品減

△8　　　　旅費減
△176使用料及び賃14

△15　　　　印刷製本費減
借料

△114　　　　会場設営等委託料減

△372工事請負費15 129 国際交流推進事業 △44

　51 国際交流推進事業 △44
△205負担金、補助19

△132　　　　業務嘱託員報酬減
及び交付金

△20　　　　業務嘱託員保険料減

△9積立金25 83　　　　旅費増

27　　　　有料道路通行料

△2　　　　国際交流基金積立金減

130 都市間交流推進事業 △375

　51 都市間交流推進事業 △375

△25　　　　旅費減

△12　　　　消耗品費減

△83　　　　食糧費減

△123　　　　手数料減

△19　　　　傷害保険料減

18　　　　有料道路通行料

　　２款　総務費
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 千円  千円  千円 千円  千円

△290,277千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

目 補正前の額

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

 千円

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

8,1018 芭蕉顕彰費 49,504 57,605 9,707 △1,606
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千円 千円

区　　分

節

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

△30　　　　会場借上料等減

△96　　　　自動車借上料等減

△5　　　　奥の細道サミット負担金減

131 文化施設維持管理経費 △475

　05 文化施設維持管理経費 △475

△103　　　　会場借上料等減

161　　　　文化会館施設改修工事費増

43　　　　ふるさと会館いが施設改修工事費増

△576　　　　あやま文化センター施設改修工事費減

△2報償費8 132 俳句のくにづくり拠点施設建設事業 6,015

　51 俳句のくにづくり拠点施設建設事業 6,015
△2需用費11

50　　　　手数料

50役務費12 15　　　　材料費

5,950　　　　事業用備品購入費
△362委託料13

133 芭蕉翁顕彰経費 2,298

△163使用料及び賃14 　01 芭蕉翁顕彰事業管理費 2,687

借料 2,687　　　　芭蕉翁顕彰事業基金積立金

　51 芭蕉祭執行等経費 △389
3工事請負費15

48　　　　旅費増

15原材料費16 △362　　　　芭蕉祭執行等委託料減

△75　　　　図書購入費減
5,875備品購入費18

134 芭蕉翁記念館・偲翁舎・蓑虫庵等管理運営経費 3

2,687積立金25 　51 芭蕉翁記念館・偲翁舎・蓑虫庵等管理運営経費 3

3　　　　俳聖殿等消防設備改修工事費

135 俳句啓発推進経費 △215

　51 俳句啓発推進経費 △215

△2　　　　事業推進報償費減

△48　　　　旅費減

△22　　　　印刷製本費減

　　２款　総務費
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 千円  千円  千円 千円  千円

△290,277千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

目 補正前の額

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

 千円

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

△11,9009 情報化推進 442,930 431,030 15 △11,915

費
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千円 千円

区　　分

節

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

△50　　　　光熱水費減

70　　　　修繕料増

△163　　　　会場借上料等減

△30報償費8 137 事務管理経費 △2,494

　51 電算機維持管理経費 △2,494
△4旅費9

△4　　　　旅費減

△42需用費11 △1,216　　　　消耗品費減

38　　　　燃料費
△2,111委託料13

△91　　　　ＩＴコーディネート業務委託料減

△10,849使用料及び賃14 △210　　　　空調設備保守点検業務委託料減

借料 △755　　　　電算機保守点検委託料減

△541　　　　システム保守委託料減
788備品購入費18

583　　　　電算機借上料増

△302負担金、補助19 △90　　　　地方自治情報センター負担金減

及び交付金 △208　　　　研修会等参加負担金減

138 地域情報化推進経費 △34
650補償、補填及22

　04 情報公開、個人情報保護推進経費 △34
び賠償金

△30　　　　謝礼減

△4　　　　研修会等参加負担金減

139 ケーブルテレビ加入促進事業 650

　01 ケーブルテレビ加入促進事業 650

650　　　　ケーブルテレビ維持管理費軽減補償金増

140 情報システム管理経費 △8,707

　51 ネットワークシステム管理経費 △4,881

△4,881　　　　回線使用料減

　52 グループウェアシステム管理経費 213

4,581　　　　電算機保守点検委託料増

△4,368　　　　電算機借上料減

　55 セキュリティ対策管理経費 67

　　２款　総務費
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 千円  千円

△290,277千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

その他国県支出金 地方債

計

△19,35310 地区市民セ 407,079 387,726 10△14,800 △4,563

ンター費
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節

千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額区　　分

67　　　　電算機借上料増

　58 情報システム更新経費 △4,106

1,136　　　　消耗品費

△735　　　　ネットワークシステム改修委託料減

△3,402　　　　グループウェアシステム改修委託料減

357　　　　セキュリティ対策システム改修委託料

△2,250　　　　電算機借上料減

788　　　　電算機器購入費

654 情報システム 適化経費 △1,315

　51 基幹系情報システム 適化経費 △1,315

△738　　　　電算処理等委託料減

79　　　　基幹系情報システム 適化委託料増

△656　　　　システム保守委託料減

△352共済費4 141 地区市民センター等維持管理経費 △19,353

　01 地区市民センター維持管理経費 △4,221
356報償費8

△352　　　　業務嘱託員保険料減

1,875需用費11 340　　　　報償費増

8　　　　謝礼
△99役務費12

△150　　　　燃料費減

△6,918委託料13 △62　　　　印刷製本費減

1,060　　　　光熱水費増
△25使用料及び賃14

659　　　　修繕料増
借料

△120　　　　通信運搬費減

△14,429工事請負費15 △10　　　　空調設備保守点検業務委託料減

△181　　　　消防設備等保守点検業務委託料減
30備品購入費18

△1　　　　浄化槽清掃等保守点検業務委託料減

209負担金、補助19 49　　　　清掃業務委託料

及び交付金 200　　　　旧高尾小学校校舎解体工事設計業務委託料

△29　　　　テレビ受信料減

　　２款　総務費
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 千円  千円

△290,277千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

その他国県支出金 地方債

計

△8711 公平委員会 629 542 △87

費
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節

千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額区　　分

2　　　　システム等使用料増

△6,393　　　　旧高尾小学校校舎解体工事費減

756　　　　地区市民センター施設改修工事費増

63　　　　機械器具購入費増

△20　　　　管理用備品購入費減

△40　　　　施設整備事業負担金減

　02 ゆめぽりすセンター維持管理経費 △72

16　　　　手数料

△3　　　　空調設備保守点検業務委託料減

△13　　　　消防設備等保守点検業務委託料減

△105　　　　清掃業務委託料減

44　　　　樹木等緑地管理業務委託料増

2　　　　テレビ受信料増

△13　　　　管理用備品購入費減

　03 タウンセンター維持管理経費 △8

△8　　　　タウンセンター共用広場等管理業務委託料減

　51 地区市民センター整備事業 △15,052

8　　　　謝礼

368　　　　修繕料

5　　　　火災保険料

△3,338　　　　地区市民センター整備工事設計業務委託料減

△3,552　　　　地区市民センター整備工事監理業務委託料減

△4,936　　　　地区市民センター施設整備工事費減

△3,856　　　　農業集落排水接続工事費減

263　　　　加入負担金増

△14　　　　工事負担金減

△21報酬1 142 公平委員会事務局経費 △87

　01 公平委員会事務局経費 △87
△40旅費9

△21　　　　公平委員会委員報酬減

　　２款　総務費
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 千円  千円

△290,277千円

目 補正前の額 補正額

 千円  千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △350,256千円

その他国県支出金 地方債

計

△77513 外国人登録 8,262 7,487 95 △870

事務費

△8,01214 自治振興費 219,277 211,265 △137 200 △8,075
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