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  平成30年３月23日提出 

 

                         提出者 伊賀市議会議員 

中谷 一彦 

川上 善幸 

北森 徹 

信田 利樹 

西口 和成 

福村 教親 

市川 岳人 

赤堀 久実 

福田 香織 

生中 正嗣 

上田 宗久 

近森 正利 

岩田 佐俊 

 

記 

 

議案第１号平成30年度伊賀市一般会計予算及び議案第55号平成30年度伊賀市一般

会計補正予算（第1号）に対する修正 

 （平成30年度伊賀市一般会計予算の修正） 

第1条 議案第１号平成30年度伊賀市一般会計予算の一部を次のように修正する。 



第１条第１項中「４５，３４６，９０７千円」を「４５，３３５，０７５千円」に改

める。 

第１表歳入歳出予算歳入19繰入金の項を次のように改める。 

 

第１表歳入歳出予算歳入22市債の項及び歳入合計の項を次のように改める。 

 

第１表歳入歳出予算歳出２総務費の項を次のように改める。 

 

第１表歳入歳出予算歳出10教育費の項を次のように改める。 

 

22 市債 6,372,681   

 1 市債 6,372,681   

45,335,075   

款 項 金 額

歳　　入　　合　　計

款 項

 2 総務費 7,286,015   

 1 総務管理費 6,542,577   

 2 徴税費 478,436   

 3 戸籍住民基本台帳費 181,189   

 4 選挙費 33,321   

 5 統計調査費 16,855   

 6 監査委員費 33,637   

金 額

款 項

10 教育費 3,529,864   

 1 教育総務費 569,367   

 2 小学校費 1,501,409   

 3 中学校費 387,024   

 4 幼稚園費 79,751   

 5 社会教育費 425,622   

 6 保健体育費 566,691   

金 額



第１表歳入歳出予算歳出合計の項を次のように改める。 

 

  第４表地方債を次のように改める。 

 

45,335,075   歳　　出　　合　　計

証書借入
又は

証券発行

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。

消防施設整備事業 32,400

南庁舎整備事業 33,700

市営住宅改良事業 1,900

公園整備事業 20,000

街なみ環境整備事業 45,800

臨時地方道整備事業 13,000

下排水路整備事業 22,800

農業基盤整備事業 5,800

道路橋りょう整備事業 192,300

循環型社会形成推進事業 21,800

汚泥再生処理センター建設事業 2,270,600

水道事業会計出資金 171,400

伊賀南部環境衛生組合施設整備事業

負担金
18,000

伊賀鉄道活性化促進事業 56,000

児童福祉施設整備事業 10,100

伊賀市振興基金造成事業 95,000

防災対策事業 4,300

千円

地区市民センター整備事業 45,600

庁舎整備事業 801,200

起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　　率 償　　還　　の　　方　　法

第　４　表　　　地　方　債



 

 （平成30年度伊賀市一般会計補正予算（第１号）の修正） 

第２条 議案第55号平成30年度伊賀市一般会計補正予算（第１号）の一部を次のように

修正する。 

第１条第１項中「４５，４５０，１３７千円」を「４５，４３８，３０５千円」に改

める。 

第１表歳入歳出予算補正を次のように改める。 

 

 

計 6,372,681

証書借入
又は

証券発行

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。

30,000

臨時財政対策債 1,732,581

農林施設災害復旧事業 25,900

公共土木施設災害復旧事業 34,900

その他公共・公用施設災害復旧事業

小学校施設整備事業 641,300

起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　　率 償　　還　　の　　方　　法

社会教育施設整備事業 5,000

給食センター整備事業 38,000

中学校施設整備事業 3,300

　 第１表　   歳入歳出予算補正

   歳     入 （単位 ： 千円）

款 項

17 財産収入 89,053 6,576 95,629 

 1 財産運用収入 74,053 6,576 80,629 

19 繰入金 2,365,280 2,397,254 

 2 基金繰入金 2,342,732 2,374,706 

21 諸収入 531,841 64,680 596,521 

 5 雑入 409,735 64,680 474,415 

45,335,075 45,438,305 

補正前の額 補 正 額 計

31,974 

31,974 

歳　　入　　合　　計 103,230 



 

 

   歳     出 （単位 ： 千円）

款 項

 2 総務費 7,286,015 74,205 7,360,220 

 1 総務管理費 6,542,577 74,205 6,616,782 

 6 農林業費 1,727,549 33,375 1,760,924 

 1 農業費 1,625,862 33,375 1,659,237 

 8 土木費 2,481,822 △4,350 2,477,472 

 4 都市計画費 1,081,742 △4,350 1,077,392 

45,335,075 103,230 45,438,305 歳　　出　　合　　計

補正前の額 補 正 額 計


