
参考資料２（第５９号議案：財政課） 

- 1 - 
 

令和元年度ふじみ野市一般会計補正予算（第４号）の概要 

１ 総 括 

  本補正予算は、歳入については額の確定したもの、また、歳出については事情変更に

より補正を余儀なくされるもの及び緊急やむを得ないものについて編成するものです。 

なお、併せて平成３１年４月１日付け人事異動等に伴う人件費の組み換えを行うもの

です。 

 

２ 予算規模 

   一般会計予算規模 

    補正前の予算総額   ３８６億７，９６６万５千円 

    補 正 予 算 額     ８億８，０２９万５千円 

    補正後の予算総額  ３９５億５，９９６万円 

 

３ 継続費補正 

   追加 

（仮称）第３庁舎建替工事設計業務               ３１，４２７千円 

（担当課：資産管理課） 

 

変更 

    文化施設整備事業アドバイザリー業務（設定期間及び年割額の変更）           

（担当課：文化・スポーツ振興課） 

    西小学校校舎大規模改造事業（年割額の変更）                     

（担当課：教育総務課） 

 

４ 繰越明許費 

福祉総合システム構築業務（中国残留邦人等支援事務）    １，６５０千円 

（担当課：福祉課） 

福祉総合システム構築業務（障がい者福祉サービス事務） １１８，２３６千円 

（担当課：障がい福祉課） 

福祉総合システム構築業務（生活保護支給事務）      ４１，５０７千円 

（担当課：福祉課）  

 

５ 債務負担行為補正 

   追加 

    （仮称）東地域文化施設多目的棟大規模改修事業     ７４３，９３０千円 

 文化施設整備事業（維持管理含む）        ９，１２３，２５０千円 

（※９，１２３，２５０千円に物価変動による増減額、並びに消費税及び地方 

 消費税を加算した額） 

（仮称）西地域文化施設整備用地取得事業        ２６８，０００千円 

（担当課：文化・スポーツ振興課） 

 

変更 

    福祉総合システム運用業務（設定期間の変更）                  
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（担当課：福祉課） 

福祉総合システム運用業務（設定期間の変更）                 

（担当課：障がい福祉課） 

 

６ 地方債補正 

   変更                           ９１，７９９千円 

 

７ 歳入歳出補正予算の状況 

（１）歳入の主な内容（予算事項別明細書9～12頁及び予算内訳明細書1～10頁） 

・地方特例交付金                     ２０９，１５３千円 

地方特例交付金                        4,679 千円 

  （担当課：財政課）   

子ども・子育て支援臨時交付金                204,474 千円 

  （担当課：保育課）   

 

・地方交付税                       ２９７，９６８千円 

普通交付税                         297,968 千円 

  （担当課：財政課）   

 

・分担金及び負担金                   △１０９，２８９千円 

保育所保育料現年度分                   △116,115 千円 

（担当課：保育課）   

埼玉県後期高齢者広域連合派遣職員給与費負担金         6,826 千円 

（担当課：人事課）   

 

・国庫支出金                       ２１１，４３６千円 

保育所運営費負担金                     88,464 千円 

幼稚園施設等利用費負担金                  132,629 千円 

認可外施設等利用費負担金                   7,662 千円 

（担当課：保育課） 

障害者総合支援事業費補助金                   864 千円 

（担当課：障がい福祉課）  

子ども・子育て支援交付金                   2,527 千円 

（担当課：子育て支援課） 

私立幼稚園就園奨励費補助金               △24,670 千円 

（担当課：保育課） 

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金             3,960 千円 

（担当課：福祉課） 

 

・県支出金                         ４５，９２４千円 

幼稚園施設等利用費負担金                 25,729 千円 

（担当課：保育課）   

医療的ケア児支援体制整備促進モデル事業補助金         1,200 千円 

（担当課：障がい福祉課）   

地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金           702 千円 
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（担当課：高齢福祉課）   

子ども・子育て支援事業費補助金               18,293 千円 

（担当課：保育課）   

 

・繰入金                        △８７２，３０９千円 

  財政調整基金繰入金                   △1,130,823 千円 

公共施設整備基金繰入金                    52,703 千円 

  （担当課：財政課） 

  国民健康保険特別会計繰入金                   160,957 千円 

  （担当課：保険・年金課）  

  介護保険特別会計繰入金                      44,020 千円 

  （担当課：高齢福祉課）  

後期高齢者医療事業特別会計繰入金                 834 千円 

  （担当課：保険・年金課） 

 

・繰越金                         ９９４，８８３千円 

  前年度繰越金                        994,883 千円 

  （担当課：財政課） 

 

・諸収入                          １０，７３０千円 

  東京電力賠償金                      583 千円 

（担当課：環境課）   

  ３歳以上児主食代                      △1,275 千円 

  ３歳以上児食材料費                     11,418 千円 

  （担当課：保育課） 

 

・市債                           ９１，７９９千円 

  臨時財政対策債                      91,799 千円 

（担当課：財政課） 

 

（２）歳出の主な内容 

・うれし野まちづくり会館管理運営事業               ４６０千円 

（予算事項別明細書14頁及び予算内訳明細書13～14頁、担当課：協働推進課） 

『うれし野まちづくり会館雨水排水ポンプを修繕するための費用。』    

 

・防犯推進事業                          ４００千円 

（予算事項別明細書14頁及び予算内訳明細書14頁、担当課：危機管理防災課） 

『振り込め詐欺等対策機器購入費補助金に対する申請件数が当初見込みを上回っ

たことによる増額。』 

 

・文化振興事業                          ４０２千円 

（予算事項別明細書14頁及び予算内訳明細書14～15頁、担当課：文化・スポーツ振興

課） 
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『「文化施設整備基本構想・基本計画」の策定作業期間が延長となったことによ

る文化振興審議会開催予定回数の増に伴う増額。』 

 

・障がい者福祉サービス事務                    ８６４千円 

（予算事項別明細書17～18頁及び予算内訳明細書21頁、担当課：障がい福祉課） 

『就学前障がい児の発達支援の無償化に伴う、障害者総合支援システムの改修費 

用。』 

※歳入：障害者総合支援事業費補助金（国） 

 

・障がい者施設等支援事業                   ２，４００千円 

（予算事項別明細書17～18頁及び予算内訳明細書21～22頁、担当課：障がい福祉課） 

『医療的ケアが必要な障がい児が地域で安心して生活できる体制を整備すること

を目的として、障がい児通所事業所が医療的ケア児を受け入れるための改修及び

専用ベッド等の備品購入に要した費用を補助するための費用。』 

※歳入：医療的ケア児支援体制整備促進モデル事業補助金（県）  

 

・高齢者福祉施設整備等支援事業                  ７０６千円 

（予算事項別明細書18頁及び予算内訳明細書22頁、担当課：高齢福祉課）   

『高齢者福祉施設整備補助金について、消費税率の改正に伴い補助金単価の増額に 

よる増額及び過年度に交付した補助金に対する消費税仕入れ控除額に当たる額を県 

に返還するための費用の増額。』 

※歳入：地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金（県） 

    高齢者福祉施設整備補助金返還金 

 

・児童福祉施設管外委託事業                 ７１，４０３千円 

（予算事項別明細書19頁及び予算内訳明細書25頁、担当課：保育課） 

『幼児教育無償化に伴う、市外幼稚園給付及び預かり保育等給付に係る費用。』 

※歳入：子ども・子育て支援臨時交付金、保育所保育料現年度分、保育所運営費負担金 

（国）、幼稚園施設等利用費負担金（国）、子ども・子育て支援交付金（国）、 

幼稚園施設等利用費負担金（県） 

 

・幼稚園就園奨励事業                   １１３，８４７千円 

（予算事項別明細書19頁及び予算内訳明細書25～26頁、担当課：保育課） 

『幼児教育無償化に伴う、私立幼稚園就園奨励費補助金の減額及び幼稚園施設等

利用給付と預かり保育等給付に係る費用。』 

※歳入：子ども・子育て支援臨時交付金、幼稚園施設等利用費負担金（国）、認可外施設

等利用費負担金（国）、子ども・子育て支援交付金（国）、私立幼稚園就園奨励

費補助金（国）、幼稚園施設等利用費負担金（県）、子ども・子育て支援事業費

補助金（県） 
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・保育所入所事務                       １１，１６５千円 

（予算事項別明細書19～20頁及び予算内訳明細書27頁、担当課：保育課） 

『幼児教育無償化に伴う、保育システムの機能追加のための改修費用の増額。』 

※歳入：子ども・子育て支援事業補助金（県） 

 

・生活保護支給事務                      ５，１４６千円 

（予算事項別明細書20頁及び予算内訳明細書28頁、担当課：福祉課）   

『生活保護法の改正に伴い国庫補助金を活用して実施する生活保護システムの改修 

費用の増額及び令和３年１月から必須事業となる被保護者健康管理支援事業の実施 

に必要なデータ分析に係る費用。』 

※歳入：生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（国）                  

 

・自転車対策事業                        ５，２９１千円 

（予算事項別明細書23～24頁及び予算内訳明細書34頁、担当課：都市計画課） 

『川越県土事務所が所管する国道２５４号バイパス福岡高架橋の耐震工事実施に

伴い、当該高架下の放置自転車保管所の管理棟を移設するための費用。』 

 

・中学校施設管理事業                       ４４，７３４千円 

（予算事項別明細書26頁及び予算内訳明細書37～38頁、担当課：教育総務課） 

『Ｅ-１７７号線（旧５-８５号線）の拡幅工事に伴い大井中学校のフェンス・門

扉・防球ネットを移設する費用について、工事設計の変更による工事費用の増額。

』 

※歳入：公共施設整備基金 

 

・上福岡図書館管理運営事業                     １，９７１千円 

（予算事項別明細書26頁及び予算内訳明細書39頁、担当課：大井図書館） 

『上福岡図書館の空調設備を修繕するための費用。』 

 

・学校給食事務                             ６３０千円 

（予算事項別明細書27頁及び予算内訳明細書40頁、担当課：学校給食課） 

『就学援助対象者情報を学校給食費管理システムへデータ連携するためのシステ

ム改修費用の増額。』 

 

・減債基金積立金                     ３６１，１０６千円 

・公共施設整備基金積立金                 ３４１，２０１千円 

（予算事項別明細書27頁及び予算内訳明細書41頁、担当課：財政課）          
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８ 特別会計予算規模 

                                (単位：千円) 

会   計 補正前額 補正額 補正後額 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 9,806,020 155,823 9,961,843 

介 護 保 険 特 別 会 計 7,612,554 130,709 7,743,263 

後期高齢者医療事業特別会計 1,309,871 3,074 1,312,945 

 


