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令和元年度ふじみ野市一般会計補正予算（第９号）の概要 

１ 総 括 

  本補正予算は、国の補正予算に伴い早期に対応する必要があるものにつき予算措置す

るとともに、決算補正の考え方に基づき、歳入については決定行為等が行われているも

の、歳出については全事業を対象とした執行残を減額することを基本に編成するもので

す。 

 

２ 予算規模 

   一般会計予算規模 

    補正前の予算総額     ３９７億３，３２９万３千円 
    補 正 予 算 額    ８億６，４４４万１千円 
    補正後の予算総額   ４０５億９，７７３万４千円 

 

※参考 

特別会計の補正予算                           (単位：千円) 

会   計 
補正前 

予算額 
補正額 

補正後 

予算額 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 9,962,519 161,123 10,123,642 

介 護 保 険 特 別 会 計 7,743,263 △7,121 7,736,142 

後期高齢者医療事業特別会計 1,312,945 △7,748 1,305,197 

 

３ 継続費補正 

   変更                                      

文化施設（上福岡公民館等）改修工事設計業務           △１０，７６５千円 

（担当課：文化・スポーツ振興課） 

子ども・子育て支援事業計画策定業務               △７６千円 

第３上野台放課後児童クラブ建設工事設計業務            △３，８９６千円 

（担当課：子育て支援課） 

ふじみ野市第２運動公園整備事業                 △１７，８６０千円 

（担当課：公園緑地課） 

駒西小学校校舎大規模改造事業                  △３２，１９２千円 

（担当課：教育総務課） 

 

４ 繰越明許費補正 

   追加                                      

    （仮称）東地域文化施設多目的棟大規模改修事業     ７６２，３７０千円 

（担当課：文化・スポーツ振興課）  

障がい者総合支援システムデータ移行業務          ２，６４０千円 

（担当課：障がい福祉課） 

生活保護システムデータ移行業務              ５，７９５千円 

（担当課：福祉課） 

上福岡駅東口駅前広場整備工事負担金                ６，０００千円 
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国道２５４バイパス沿道地区事業化推進業務         ３，２４０千円 

（担当課：都市計画課） 

大井弁天の森用地取得事業                    ７１９千円 

（担当課：公園緑地課） 

校内通信ネットワーク整備事業                    ５７０，０００千円 

小・中学校学区編成業務                    １１５千円 

（担当課：学校教育課） 

小学校特別支援学級空調機設置工事             ５，３９８千円 

中学校特別支援学級空調機設置工事             ２，３１６千円 

大井中学校プール更衣室建設工事             ２９，７５４千円 

（担当課：教育総務課） 

   変更                                      

歩道（市道Ｅ－１７７号線・市道幹線５号線・市道幹線６号線）拡幅工事 

    ７，０４０千円 

（担当課：道路課）  

 

５ 債務負担行為補正 

   変更                                      

市民課窓口等業務委託（出張所）                      △６，７６２千円 

市民課窓口等業務委託（本庁）                         △１７５千円 

（担当課：市民課） 

保険・年金課窓口等業務委託                              △３９３千円 

（担当課：保険・年金課）  

 

６ 地方債補正 

   追加・変更・廃止                   △１６６，８００千円 

 

７ 歳入歳出補正予算の状況 

（１）歳入の主な内容 

・市税                                 ４６，８８２千円 

個人市民税滞納繰越分                     33,157千円 

固定資産税滞納繰越分                     13,725千円 

（担当課：収税課） 

 

・国有提供施設等所在市町村助成交付金                ２５０千円 

国有提供施設等所在市町村助成交付金               250千円 

（担当課：財政課） 

 

・国庫支出金                         １７８，０１６千円 

障害者医療費負担金                         13,821千円 

（担当課：障がい福祉課） 

児童扶養手当負担金                       △20,785千円 

児童手当負担金                         △58,027千円 

（担当課：子育て支援課） 

医療扶助費等負担金                        40,134千円 
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（担当課：福祉課） 

社会資本整備総合交付金                    △154,789千円 

  （担当課：都市計画課、公園緑地課、道路課） 

学校施設環境改善交付金                      54,165千円 

（担当課：教育総務課） 

公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金       285,000千円 

（担当課：学校教育課） 

 

・県支出金                         １０，５１９千円 

障害者医療費負担金                                            6,911千円 

（担当課：障がい福祉課）                

生活保護費負担金                                             31,166千円 

（担当課：福祉課）                

    乳幼児医療費支給事業補助金                 △10,923千円 

    （担当課：子育て支援課） 

 

・財産収入                           ５７，０２０千円 

地域振興基金利子                       58,006千円 

（担当課：経営戦略室） 

 

・寄附金                            ３，０００千円 

いきいき福祉基金寄附金                    3,000千円 

（担当課：福祉課） 

 

・繰入金                         ６８２，４１９千円 

財政調整基金繰入金                     △130,843千円 

公共施設整備基金繰入金                   813,839千円 

（担当課：財政課）  

環境整備基金繰入金                       △180千円 

（担当課：環境課） 

緑の基金繰入金                         △497千円 

（担当課：公園緑地課） 

地域振興基金繰入金                       100千円 

（担当課：経営戦略室） 

 

・諸収入                          ７６，６２６千円 

市税延滞金                          15,000千円 

（担当課：収税課） 

（一財）自治総合センターコミュニティ助成金         △2,800千円 

（担当課：協働推進課） 

埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金返還金           26,850千円 

（担当課：保険・年金課） 

資源物売却収入                        19,500千円 

（担当課：環境課（環境センター）） 

スポーツ振興くじ助成金                    20,000千円 
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（担当課：公園緑地課） 

民間開発発掘調査委託金                   △9,320千円 

（担当課：社会教育課）  

 

・市債                         △１６６，８００千円 

総務債                            △10,200千円 

民生債                           △33,100千円 

土木債                          △226,100千円 

教育債                            102,600千円 

 

（２）歳出の主な内容 

・文化施設整備事業（（仮称）東地域文化施設多目的棟大規模改修工事） 

   ７６２，３７０千円 

（担当課：文化・スポーツ振興課） 

『上福岡公民館及びコミュニティーセンターの老朽化に伴う大規模改修工事費用

並びに、改修後に新たに整備する（仮称）東地域文化施設多目的棟を拠点とした

ふじみ野市の文化、歴史の魅力発信に伴う費用。』 

※歳入：公共施設整備基金繰入金 

 

・障がい者福祉サービス事務（自立支援医療給付費）      ２７，６４３千円 

（担当課：障がい福祉課） 

『人工透析療法を受けている更生医療受給者の増加に伴う自立支援医療給付費の

増。』 
※歳入：障害者医療費負担金（国） 

         障害者医療費負担金（県） 

 

・生活保護扶助費（医療扶助費）               ４７，４６１千円 

（担当課：福祉課） 

『がん等の高額医療費となる疾患の発生により医療扶助費の増。』 
※歳入：医療費扶助費等負担金（国） 

 

・水道事業負担金、下水道事業負担金                ３４０千円 

（担当課：上下水道課） 

『台風第１９号で被災された市民に対し上下水道料金を減免するために要する費

用に対する負担金。』 
 

・国際化・情報化教育推進事業（校内通信ネットワーク整備業務委託料） 

５７０，０００千円 

（担当課：学校教育課） 

『ＧＩＧＡスクール構想に係る公立小中学校の校内通信ネットワーク整備業務委

託料。』 

※歳入：公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金（国） 
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校内通信ネットワーク整備事業債(補正予算債）  

 

・小学校施設管理事業（小学校特別支援学級空調機設置工事）   ５，３９８千円 

（担当課：教育総務課） 

『三角小学校及び東原小学校において令和２年度に特別支援学級が新設されるこ

とに伴う空調機設置工事費用。』 

 

・中学校施設管理事業（中学校特別支援学級空調機設置工事）   ２，３１６千円 

（担当課：教育総務課） 

『花の木中学校において令和２年度に特別支援学級が新設されることに伴う空調

機設置工事費用。』      

 

・その他の主な減額補正               △１，１６８，６４９千円 

委託料                           △161,867千円 

工事請負費                         △43,217千円 

公有財産購入費                      △227,228千円 

    負担金、補助及び交付金                  △153,798千円 

 扶助費                          △178,158千円 

補償、補填及び賠償金                     △230,500千円 

 償還金、利子及び割引料                    △54,477千円 


