
議案第67号 

令和３年度北上市一般会計補正予算（第16号） 

 令和３年度北上市の一般会計補正予算（第16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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，０９４，０９８千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０，５０４，９３６千円とする。 

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。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加及び変更は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

  令和４年２月17日提出 

北上市長 髙 橋 敏 彦 
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変　更

総　　額 年　　度 年　割　額 総　　額

令和３年度 670,859

令和４年度 1,955,430

令和３年度 2,710,772

令和４年度 194,040

10　教育費 ２ 小学校費

第　 ２　 表　　　継　　続　　費　　補　　正　　

東部地区統合小学
校建設事業

2,626,289

款 項 事　　　業　　　名
補正前

2,904,812

年　　度 年　割　額
補正後
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追　加

千円
　３　民生費 　２　児童福祉費 保育士等処遇改善臨時特例事業 64,533

変　更

金　額

千円

第　３　表　　繰　越　明　許　費　補　正

款 項 事　　業　　名  金　　額 

190,169 ８　土木費
 ２ 道路橋りょ
 　 う費

道路メンテナンス補助
事業

道路メンテナンス補助
事業

148,408

中小企業雇用安定支援
助成金

千円
中小企業雇用安定支援
助成金

15,638

補　正　後

58,547

事　業　名

補　正　前　

事　業　名 金　額
款 項

 ５　労働費  １ 労働諸費
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変　更
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　率 償  還  の  方  法 限 度 額 起債の方法 利　率 償  還  の  方  法

千円 千円

県営農業基盤整備事業債 67,100 普通貸借又   2.0％以内 　 政府資金について 80,600 普通貸借又   2.0％以内 　 政府資金について

は証券発行 （ただし、利  は、その融資条件に は証券発行 （ただし、利  は、その融資条件に

率見直し方式  より借り入れる。 率見直し方式  より借り入れる。

小学校整備事業債 704,500 で借り入れる 　 銀行、その他の場 2,084,600 で借り入れる 　 銀行、その他の場

政府資金及び  合は、その融資先と 政府資金及び  合は、その融資先と

地方公共団体  協定する。ただし、 地方公共団体  協定する。ただし、

体育施設整備事業債 55,300 金融機構資金  市財政の都合により 39,400 金融機構資金  市財政の都合により

について、利  据置期間及び償還期 について、利  据置期間及び償還期

率の見直しを  限を短縮し、若しく 率の見直しを  限を短縮し、若しく

行った後にお  は繰上償還又は低利 行った後にお  は繰上償還又は低利

いては、当該  に借換えすることが いては、当該  に借換えすることが

見直し後の利  できる。 見直し後の利  できる。 

率） 率）

計 826,900 2,204,600

第　４　表　　地　方　債　補　正
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 1　一般職

 (1)　総括 (  )内は短時間勤務職員等

休日勤務手当

(千円)

356

356

宿日直手当

(千円) (千円) (千円)

(千円) (千円)

732

補正後 (343) 367,588 1,454,410 4,262,8172,440,819

(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

給　　　　　与　　　　　費

区　分 職員数 共済費 合　　計 備　　考報　　酬 給　　料 職員手当 計

834,775

5,097,232

5,097,592

732

補正前 (343) 1,454,050 4,262,457367,588 2,440,819 834,775

区　分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当

比　較 360 360

(千円) (千円) (千円)

360

職員手当

補正前

補正後 52,035 48,077 43,691 4,284 270,482

52,035 48,077 43,691

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 地域手当 単身赴任手当

比　較 360

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

管理職特勤手当

補正後 41,117 598,951 358,454 36,337 626

比　較

4,284 270,122

41,117 598,951 358,454 36,337 626補正前

の 内 訳

給　　　　　与　　　　　費　　　　　明　　　　　細　　　　　書
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　　ア　会計年度任用職員以外の職員 (  )内は短時間勤務職員

　　イ　会計年度任用職員 (  )内はパートタイム会計年度任用職員

337

337補正前 6,676

補正後 6,676 1,266 3,610

3,610

休日勤務手当

(千円)

19

19

休日勤務手当

643

補正後 (16) 2,267,059 1,346,500 3,613,559

職員手当

報　　酬 給　　料 職員手当 計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

給　　　　　与　　　　　費

区　分 職員数 共済費 合　　計 備　　考

(千円) (千円)

643

738,291 4,351,850

比　較 360 360

738,291 4,351,490補正前 (16) 2,267,059 1,346,140 3,613,199

360

区　分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 52,035 48,077 37,015 3,018 266,872

補正前 52,035 48,077 37,015 3,018 266,512

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 地域手当 単身赴任手当

比　較 360

管理職特勤手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 41,117 502,930 358,454 36,337 626

補正前 41,117 502,930 358,454 36,337 626

給　　　　　与　　　　　費

区　分 職員数 共済費 合　　計 備　　考

比　較

報　　酬 給　　料 職員手当 計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 (327) 367,588 173,760 107,910 649,258

(千円) (千円)

89

745,742

補正前 (327)

89

649,258 96,484 745,742

96,021

96,021

(千円)

期末手当

比　較

職員手当

(千円)

1,266

96,484

の 内 訳

の 内 訳

(千円) (千円) (千円) (千円)

367,588 173,760 107,910

区　分 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当

比　較
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 (2)　給料及び職員手当の増減額の明細

その他の増減分  その他の増分

千円

360 360職員手当

360

増減額 増減事由別内訳
説　　　明 備　　　　　考

(千円) (千円)区　分
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前　前 前年度 当該年 当   該 翌年度 継続費

年度末 末まで 年度末 以　降 の総額

までの の支出 度支出 までの 支　出 に　対

支出額 (見込) 支　出 予定額 す　る

  額 予定額 予定額 進捗率

3 2,710,772 569,301 1,763,800 41,831 335,840 670,859 670,859 2,039,913 23

4 194,040 20,000 170,000 4,040 194,040 77

計 2,904,812 589,301 1,933,800 41,831 339,880 670,859 670,859 2,233,953 100

10
教育費

２
小学校費

東部地区統合
小学校建設事
業

その他

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款 項 事業名

全　　　　　体　　　　　計　　　　画

年
　
度

年割額

左　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源
一  般
財  源国　県

支出金
地方債
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（単位：千円）

前前年度末 前年度末 当該年度末

区　　　　分 当該年度中 当該年度中
現　在　高 現  在  高

起債見込額 元金償還見込額
現在高見込額

１  普通債 16,158,709 20,218,852 7,289,300 1,564,912 25,943,240

 (1)　総　務 588,659 657,111 426,800 59,531 1,024,380

 (2)　民　生 117,861 132,929 69,100 7,693 194,336

 (3)　衛　生 1,124,487 2,014,372 62,700 81,521 1,995,551

 (4)　労　働 20,266 17,690 2,900 5,158 15,432

 (5)　農　林 808,928 745,185 4,400 70,643 678,942

 (6)　商　工 203,609 240,706 12,100 13,356 239,450

 (7)　土　木 9,320,006 10,664,852 1,251,000 897,515 11,018,337

 (8)　消　防 217,484 247,454 79,100 29,481 297,073

 (9)　教　育 3,066,099 4,521,525 4,870,900 321,435 9,070,990

 (10) 辺　地 691,310 977,028 510,300 78,579 1,408,749

２  災害復旧債 45,653 48,558 3,500 10,007 42,051

 (1)　補助災害 30,629 27,796 3,500 7,360 23,936

 (2)　単独災害 15,024 20,762 2,647 18,115

３  その他 21,711,588 20,907,766 1,315,000 1,777,329 20,445,437

 (1)　転貸債 249,804 194,292 55,512 138,780

 (2)　減税補填債等 210,249 236,310 48,004 188,306

 (3)　臨時財政対策債 15,086,960 14,699,809 1,134,300 1,257,110 14,576,999

 (4)　退職手当債

 (5)　第三セクター等改革推進債 3,731,715 3,360,000 253,333 3,106,667

 (6)　出資債 2,323,797 2,324,889 180,700 149,960 2,355,629

 (7)  県貸付金 109,063 92,466 13,410 79,056

計 37,915,950 41,175,176 8,607,800 3,352,248 46,430,728

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み

注　当該年度中起債見込額には、令和２年度逓次繰越額28,600千円（土木）、1,516,400千円（教育）、令和２年度繰越明許
費繰越額1,400千円（総務）、12,300千円（民生）、261,700千円（土木）、1,100,100千円（教育）、131,700千円（辺地）
3,500千円（災害復旧）、61,600千円（出資債）を加算している。
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