
議案第22号 

 

   令和２年度北上市一般会計補正予算（第５号） 

 

 令和２年度北上市の一般会計補正予算（第５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４２，９８０千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７，９３９，６４５千円とする。 

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。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和２年６月11日提出 

                    北上市長 髙 橋 敏 彦 
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追　加

起　債  の  方  法

千円

労働施設整備事業  普通貸借又

 は証券発行

　し方式で借り入れる

  上償還又は低利に借換えするこ

  とができる。

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

交流センター整備事業 45,000 普通貸借又   2.0％以内 　 政府資金について 51,800 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 757,400 で借り入れる 　 銀行、その他の場 759,600 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、

金融機構資金  市財政の都合により 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 802,400 811,400

（ただし、利率見直

政府資金及び地方公

共団体金融機構資金

第　２　表　　地　方　債　補　正

起　債　の　目　的 限　度　額 利　率 償  還  の  方  法

計

3,100

3,100

　  政府資金については、 その

  融資条件により借り入れる。

　  銀行、その他の場合は、その

  融資先と協定する。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）

  　2.0％以内
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１　特別職

職員数 報酬 給料 期末手当 地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計 共済費 合計 備考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

長　等 3 26,304 8,445 153 28 34,930 6,506 41,436

議　員 26 126,996 40,772 167,768 44,518 212,286

その他の
特 別 職 2,588 182,032 182,032 182,032

計 2,617 309,028 26,304 49,217 153 28 384,730 51,024 435,754

長　等 3 26,304 8,445 153 28 34,930 6,506 41,436

議　員 26 126,996 40,772 167,768 44,518 212,286

その他の
特 別 職 2,588 182,272 182,272 182,272

計 2,617 309,268 26,304 49,217 153 28 384,970 51,024 435,994

長　等

議　員
その他の
特 別 職 △ 240 △ 240 △ 240

計 △ 240 △ 240 △ 240

　期末手当年間支給率は、3.35月である。

比
較

給　　　　　与　　　　　費　　　　　明　　　　　細　　　　　書

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

区　　分

補
正
後

補
正
前
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 ２　一般職

 (1)　総括 (  )内は短時間勤務職員等

休日勤務手当

(千円)

580

580

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

791

給　　　　　与　　　　　費

区　分 職員数 共済費 合　　計 備　　考報　　酬 給　　料 職員手当 計

5,083,002

791

補正後 (340) 360,565 1,386,519 4,265,5432,518,459 817,459

5,080,767補正前 (338) 1,386,271 4,263,677357,853 2,519,553 817,090

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

比　較 (2) 2,712 △ 1,094 248 1,866

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

369 2,235

職員手当

補正前

補正後 51,590 49,414 48,722 4,876 188,156

51,590 49,414 48,672

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 50

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

管理職特勤手当

補正後 31,581 610,208 363,745 36,259 740 648

比　較 198

4,876 188,156

31,581 610,010 363,745 36,259 740 648補正前

の 内 訳
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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

580

580

休日勤務手当

(千円)

休日勤務手当

報　　酬 給　　料

給　　　　　与　　　　　費

区　分 職員数 共済費 合　　計 備　　考職員手当 計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 (22) 2,292,519 1,294,798 3,587,317

(千円) (千円)

640

719,231 4,306,548

640

比　較

719,231 4,306,548補正前 (22) 2,292,519 1,294,798 3,587,317

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 51,590 49,414 40,813 3,362 185,305

職員手当

補正前 51,590 49,414 40,813 3,362 185,305

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

管理職特勤手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 31,581 531,341 363,745 36,259 740 648

補正前 31,581 531,341 363,745 36,259 740 648

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 (318) 360,565 225,940 91,721 678,226

(千円) (千円)

151

98,228 776,454

比　較 (2) 2,712 △ 1,094 248 1,866

97,859 774,219補正前 (316)

369 2,235

676,360

区　分 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当

151

198

78,669

78,867

(千円)

期末手当

比　較 50

職員手当

(千円)

1,514 2,851補正前 7,859

補正後 7,909 1,514 2,851

の 内 訳

の 内 訳

(千円) (千円) (千円) (千円)

357,853 227,034 91,473

－　26　－



 (2)　給料及び職員手当の増減額の明細

 その他の減分

千円

 その他の増分

千円

増減額 増減事由別内訳
説　　　明 備　　　　　考

区　分 (千円) (千円)

職員手当 248

248 248その他の増減分

その他の増減分 △ 1,094

△ 1,094

△ 1,094

給　料
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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 現在高見込額

起債見込額 元金償還見込額
現在高見込額

１  普通債 13,008,668 18,286,221 6,434,900 1,148,958 23,572,163

 (1)　総　務 496,270 734,159 186,400 45,048 875,511

 (2)　民　生 119,076 240,261 35,700 7,032 268,929

 (3)　衛　生 182,019 1,184,087 919,700 2,715 2,101,072

 (4)　労　働 25,263 20,267 3,100 5,076 18,291

 (5)　農　林 878,945 802,827 6,700 76,843 732,684

 (6)　商　工 142,000 219,908 217,700 3,903 433,705

 (7)　土　木 8,664,022 9,843,599 1,762,400 754,055 10,851,944

 (8)　消　防 198,892 232,584 56,000 30,430 258,154

 (9)　教　育 1,969,120 4,242,318 2,821,300 218,374 6,845,244

 (10) 辺　地 333,061 766,211 425,900 5,482 1,186,629

２  災害復旧債 44,814 45,564 8,794 36,770

 (1)　補助災害 37,723 30,540 7,332 23,208

 (2)　単独災害 7,091 15,024 1,462 13,562

３  その他 22,232,607 21,900,755 4,800,400 5,169,718 21,531,437

 (1)　転貸債 305,316 249,804 55,512 194,292

 (2)　減税補填債等 275,578 210,249 56,339 153,910

 (3)　臨時財政対策債 15,232,502 15,220,627 1,095,700 1,215,547 15,100,780

 (4)　退職手当債 9,025

 (5)　第三セクター等改革推進債 4,109,048 3,731,715 3,460,000 3,713,714 3,478,001

 (6)　出資債 2,171,788 2,379,297 244,700 112,008 2,511,989

 (7)  県貸付金 129,350 109,063 16,598 92,465

計 35,286,089 40,232,540 11,235,300 6,327,470 45,140,370

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、令和元年度繰越明許費繰越額32,400千円（総務）、29,300千円（民生）、55,400千円（衛生
費）、170,900千円（商工費）、86,700千円（土木費）、19,700千円（消防費）、1,378,700千円（教育費）を加算している。
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