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議 案 第  １  号  

 

平成２７年度朝霞市一般会計補正予算（第３号） 

 

 平成２７年度朝霞市の一般会計補正予算（第３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 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

 

 

 

 

 

 

朝 霞 市 長 富 岡 勝 則

平 成 ２ ８ 年 １ 月 ２ １ 日 提 出

 



(単位：千円)

款 項 合　　計

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

補正前の額 補 正 額

歳　出  

議会費01 287,788310,275 △22,487

01 議会費 287,788310,275 △22,487

総務費02 5,507,6075,398,470 109,137

01 総務管理費 3,495,0653,356,248 138,817

02 政策企画費 223,547228,015 △4,468

03 徴税費 507,837522,377 △14,540

04 戸籍住民基本台帳費 262,133267,447 △5,314

05 選挙費 141,636139,937 1,699

06 統計調査費 84,51083,258 1,252

07 監査委員費 36,39938,345 △1,946

08 地域づくり支援費 476,563478,008 △1,445

09 支所及び出張所費 279,917284,835 △4,918

民生費03 18,583,27918,601,472 △18,193

01 社会福祉費 2,910,2212,911,103 △882

02 高齢者福祉費 2,501,6822,504,105 △2,423

03 児童福祉費 8,444,8858,451,377 △6,492

04 生活保護費 3,423,8193,429,601 △5,782

06 保険年金費 1,301,8501,304,464 △2,614

衛生費04 2,751,5242,784,882 △33,358

01 保健衛生費 1,090,5791,121,172 △30,593

02 環境費 152,261155,234 △2,973

03 清掃費 1,508,6841,508,476 208

農林水産業費06 73,34973,585 △236

01 農業費 73,34973,585 △236

商工費07 245,221246,856 △1,635

2- -



(単位：千円)

款 項 合　　計補正前の額 補 正 額

歳  出  

01 商工費 245,221246,856 △1,635

土木費08 2,468,1792,480,532 △12,353

01 土木管理費 81,59793,438 △11,841

02 道路橋梁費 724,189727,430 △3,241

03 都市計画費 1,264,0951,261,366 2,729

教育費10 3,703,9303,724,805 △20,875

01 教育総務費 467,110473,315 △6,205

02 小学校費 563,477563,474 3

04 学校保健費 1,146,0381,146,219 △181

05 社会教育費 1,008,7671,023,259 △14,492

歳　　 　出　　 　合　　 　計 37,995,03037,995,030

3- -
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目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）02 総務費  （項）01 総務管理費 （単位：千円）

（財政管理           ・財政調整基金積立金                 155,068

費）

計　 3,495,0653,356,248 138,817 138,817

（款）02 総務費  （項）02 政策企画費

政策総務費 221,904226,372 △4,468 △4,468 02 △2,295給料01

△4,468 03 △1,891職員手当等 ○職員人件費（政策企画課）                     △4,468

  02  給料                                   04 △282共済費 △2,295

      001 一般職給                             △2,295

  03  職員手当等                             △1,891

      001 扶養手当                                △78

      002 地域手当                               △153

      003 住居手当                                △12

      004 通勤手当                                  13

      006 時間外勤務手当                           117

      010 管理職手当                             △167

      011 期末手当                               △947

      012 勤勉手当                               △664

  04  共済費                                   △282

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金         △282

計　 223,547228,015 △4,468 △4,468

（款）02 総務費  （項）03 徴税費

税務総務費 329,382343,922 △14,540 △14,540 02 △8,538給料01

△14,540 03 △4,919職員手当等 ○職員人件費（課税課）                        △14,540

  02  給料                                   04 △1,083共済費 △8,538

      001 一般職給                             △8,538

  03  職員手当等                             △4,919

      001 扶養手当                                 692

      002 地域手当                               △867

      003 住居手当                               △615

      004 通勤手当                               △196

      006 時間外勤務手当                           768

      010 管理職手当                             △823

      011 期末手当                             △2,448

      012 勤勉手当                             △1,430

  04  共済費                                 △1,083

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金       △1,083

計　 507,837522,377 △14,540 △14,540

12 13

（款）02 総務費  （項）01 総務管理費 （款）02 総務費  （項）01 総務管理費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）02 総務費  （項）04 戸籍住民基本台帳費 （単位：千円）

戸籍住民基 261,616266,930 △5,314 △5,314 02 △4,767給料01

本台帳費 △5,314 03 △125職員手当等 ○職員人件費（総合窓口課）                     △5,314

  02  給料                                   04 △422共済費 △4,767

      001 一般職給                             △4,767

  03  職員手当等                               △125

      001 扶養手当                                 236

      002 地域手当                               △372

      003 住居手当                                 162

      004 通勤手当                                △18

      006 時間外勤務手当                         2,002

      011 期末手当                             △1,268

      012 勤勉手当                               △867

  04  共済費                                   △422

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金         △422

計　 262,133267,447 △5,314 △5,314

（款）02 総務費  （項）05 選挙費

選挙管理委 32,84931,150 1,699 1,699 02 825給料01

員会費 1,699 03 593職員手当等 ○職員人件費（選挙管理委員会事務局）             1,699

  02  給料                                       04 281共済費 825

      001 一般職給                                 825

  03  職員手当等                                 593

      002 地域手当                                 283

      004 通勤手当                                  86

      010 管理職手当                               224

  04  共済費                                     281

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           281

計　 141,636139,937 1,699 1,699

（款）02 総務費  （項）06 統計調査費

統計調査総 24,99823,746 1,252 1,252 02 338給料01

務費 1,252 03 653職員手当等 ○職員人件費（市政情報課）                       1,252

  02  給料                                       04 261共済費 338

      001 一般職給                                 338

  03  職員手当等                                 653

      002 地域手当                                 393

      003 住居手当                                 162

      004 通勤手当                                  98

  04  共済費                                     261

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           261

計　 84,51083,258 1,252 1,252

14 15

（款）02 総務費  （項）04 戸籍住民基本台帳費 （款）02 総務費  （項）04 戸籍住民基本台帳費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）02 総務費  （項）07 監査委員費 （単位：千円）

監査委員費 36,39938,345 △1,946 △1,946 02 △792給料01

△1,946 03 △1,052職員手当等 ○職員人件費（監査委員事務局）                 △1,946

  02  給料                                     04 △102共済費 △792

      001 一般職給                               △792

  03  職員手当等                             △1,052

      001 扶養手当                               △234

      002 地域手当                               △145

      003 住居手当                                  54

      004 通勤手当                                △69

      010 管理職手当                             △120

      011 期末手当                               △316

      012 勤勉手当                               △222

  04  共済費                                   △102

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金         △102

計　 36,39938,345 △1,946 △1,946

（款）02 総務費  （項）08 地域づくり支援費

地域づくり 191,189192,634 △1,445 △1,445 02 △788給料01

支援費 △1,445 03 1,028職員手当等 ○職員人件費（地域づくり支援課）               △1,445

  02  給料                                     04 △1,685共済費 △788

      001 一般職給                               △788

  03  職員手当等                               1,028

      002 地域手当                                △13

      003 住居手当                                 430

      004 通勤手当                                 285

      006 時間外勤務手当                           357

      011 期末手当                                △15

      012 勤勉手当                                △16

  04  共済費                                 △1,685

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金       △1,685

計　 476,563478,008 △1,445 △1,445

（款）02 総務費  （項）09 支所及び出張所費

内間木支所 36,92635,849 1,077 1,077 02 255給料01

費 1,077 03 601職員手当等 ○職員人件費（内間木支所）                       1,077

  02  給料                                       04 221共済費 255

      001 一般職給                                 255

  03  職員手当等                                 601

      001 扶養手当                                  78

      002 地域手当                                 276

      004 通勤手当                                  60

      010 管理職手当                               187

16 17

（款）02 総務費  （項）07 監査委員費 （款）02 総務費  （項）07 監査委員費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）02 総務費  （項）09 支所及び出張所費 （単位：千円）

  04  共済費                                     （内間木支 221

所費）       004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           221

朝霞台出張 101,40199,562 1,839 1,839 02 1,029給料02

所費 1,839 03 362職員手当等 ○職員人件費（朝霞台出張所）                     1,839

  02  給料                                     04 448共済費 1,029

      001 一般職給                               1,029

  03  職員手当等                                 362

      001 扶養手当                                 120

      002 地域手当                                  96

      003 住居手当                                 108

      004 通勤手当                                  84

      010 管理職手当                                11

      012 勤勉手当                                △57

  04  共済費                                     448

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           448

朝霞駅前出 141,590149,424 △7,834 △7,834 02 △3,481給料03

張所費 △7,834 03 △3,028職員手当等 ○職員人件費（朝霞駅前出張所）                 △7,834

  02  給料                                   04 △1,325共済費 △3,481

      001 一般職給                             △3,481

  03  職員手当等                             △3,028

      001 扶養手当                               △713

      002 地域手当                               △465

      003 住居手当                               △111

      004 通勤手当                                 187

      010 管理職手当                             △355

      011 期末手当                               △956

      012 勤勉手当                               △615

  04  共済費                                 △1,325

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金       △1,325

計　 279,917284,835 △4,918 △4,918

（款）03 民生費  （項）01 社会福祉費

社会福祉総 259,435262,391 △2,956 △2,956 02 △1,436給料01

務費 △2,956 03 △1,465職員手当等 ○職員人件費（福祉課）                         △2,956

  02  給料                                   04 △55共済費 △1,436

      001 一般職給                             △1,436

  03  職員手当等                             △1,465

      001 扶養手当                               △318

      002 地域手当                               △175

      003 住居手当                                 243

      004 通勤手当                                 170

18 19

（款）02 総務費  （項）09 支所及び出張所費 （款）02 総務費  （項）09 支所及び出張所費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）03 民生費  （項）01 社会福祉費 （単位：千円）

（社会福祉       006 時間外勤務手当                         △100

総務費）       011 期末手当                               △745

      012 勤勉手当                               △540

  04  共済費                                    △55

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金          △55

障害福祉総 193,112191,038 2,074 2,074 02 △127給料02

務費 2,074 03 631職員手当等 ○職員人件費（障害福祉課）                       2,074

  02  給料                                     04 1,570共済費 △127

      001 一般職給                               △127

  03  職員手当等                                 631

      001 扶養手当                                 172

      002 地域手当                                   5

      003 住居手当                                 216

      004 通勤手当                                △85

      006 時間外勤務手当                           632

      011 期末手当                                △92

      012 勤勉手当                               △217

  04  共済費                                   1,570

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金         1,570

計　 2,910,2212,911,103 △882 △882

（款）03 民生費  （項）02 高齢者福祉費

高齢者福祉 2,049,9872,052,410 △2,423 △2,423 02 △3,094給料01

総務費 △2,423 03 △292職員手当等 ○職員人件費（長寿はつらつ課）                 △2,423

  02  給料                                   04 963共済費 △3,094

      001 一般職給                             △3,094

  03  職員手当等                               △292

      002 地域手当                               △268

      003 住居手当                                 213

      004 通勤手当                               △177

      005 特殊勤務手当                              34

      006 時間外勤務手当                         1,163

      010 管理職手当                               420

      011 期末手当                             △1,008

      012 勤勉手当                               △669

  04  共済費                                     963

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           963

計　 2,501,6822,504,105 △2,423 △2,423

20 21

（款）03 民生費  （項）01 社会福祉費 （款）03 民生費  （項）01 社会福祉費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）03 民生費  （項）03 児童福祉費 （単位：千円）

児童福祉総 114,290117,183 △2,893 △2,893 02 △1,428給料01

務費 △2,893 03 △1,835職員手当等 ○職員人件費（こども未来課）                   △2,893

  02  給料                                   04 370共済費 △1,428

      001 一般職給                             △1,428

  03  職員手当等                             △1,835

      001 扶養手当                               △653

      002 地域手当                               △268

      003 住居手当                                 390

      004 通勤手当                               △381

      005 特殊勤務手当                            △41

      010 管理職手当                             △342

      011 期末手当                               △373

      012 勤勉手当                               △167

  04  共済費                                     370

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           370

保育園費 4,080,2554,083,854 △3,599 △3,599 02 △4,478給料04

△3,599 03 △3,313職員手当等 ○職員人件費（保育課）                         △3,599

  02  給料                                   04 4,192共済費 △4,478

      001 一般職給                             △4,478

  03  職員手当等                             △3,313

      001 扶養手当                               △139

      002 地域手当                               △354

      003 住居手当                               △724

      004 通勤手当                                 201

      006 時間外勤務手当                         3,716

      010 管理職手当                               180

      011 期末手当                             △1,566

      012 勤勉手当                             △4,627

  04  共済費                                   4,192

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金         4,192

計　 8,444,8858,451,377 △6,492 △6,492

（款）03 民生費  （項）04 生活保護費

生活保護総 141,989147,771 △5,782 △5,782 02 △3,149給料01

務費 △5,782 03 △3,295職員手当等 ○職員人件費（福祉課）                         △5,782

  02  給料                                   04 662共済費 △3,149

      001 一般職給                             △3,149

  03  職員手当等                             △3,295

      001 扶養手当                                △33

      002 地域手当                               △360

      003 住居手当                                 233

      004 通勤手当                               △118

22 23

（款）03 民生費  （項）03 児童福祉費 （款）03 民生費  （項）03 児童福祉費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）03 民生費  （項）04 生活保護費 （単位：千円）

（生活保護       005 特殊勤務手当                            △27

総務費）       006 時間外勤務手当                           154

      010 管理職手当                             △420

      011 期末手当                             △1,667

      012 勤勉手当                             △1,057

  04  共済費                                     662

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           662

計　 3,423,8193,429,601 △5,782 △5,782

（款）03 民生費  （項）06 保険年金費

国民年金費 26,43829,678 △3,240 △3,240 02 △2,513給料01

△3,240 03 △391職員手当等 ○職員人件費（保険年金課）                     △3,240

  02  給料                                   04 △336共済費 △2,513

      001 一般職給                             △2,513

  03  職員手当等                               △391

      001 扶養手当                                 127

      002 地域手当                               △234

      003 住居手当                                  54

      004 通勤手当                                  52

      011 期末手当                               △102

      012 勤勉手当                               △288

  04  共済費                                   △336

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金         △336

国民健康保 1,275,4121,274,786 626 626 02 △538給料02

険事業費 626 03 521職員手当等 ○職員人件費（保険年金課）                         626

  02  給料                                     04 643共済費 △538

      001 一般職給                               △538

  03  職員手当等                                 521

      001 扶養手当                               △156

      002 地域手当                               △100

      004 通勤手当                               △316

      006 時間外勤務手当                         1,686

      010 管理職手当                             △300

      011 期末手当                               △293

  04  共済費                                     643

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           643

計　 1,301,8501,304,464 △2,614 △2,614

24 25

（款）03 民生費  （項）04 生活保護費 （款）03 民生費  （項）04 生活保護費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）04 衛生費  （項）01 保健衛生費 （単位：千円）

保健衛生総 166,851197,444 △30,593 △30,593 02 △15,346給料01

務費 △30,593 03 △11,051職員手当等 ○職員人件費（健康づくり課）                  △30,593

  02  給料                                  04 △4,196共済費 △15,346

      001 一般職給                            △15,346

  03  職員手当等                            △11,051

      001 扶養手当                               △104

      002 地域手当                             △1,617

      003 住居手当                                △27

      004 通勤手当                               △604

      010 管理職手当                             △720

      011 期末手当                             △4,580

      012 勤勉手当                             △3,399

  04  共済費                                 △4,196

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金       △4,196

計　 1,090,5791,121,172 △30,593 △30,593

（款）04 衛生費  （項）02 環境費

環境衛生費 110,837113,810 △2,973 △2,973 02 △765給料01

△2,973 03 △2,363職員手当等 ○職員人件費（環境推進課）                     △2,973

  02  給料                                     04 155共済費 △765

      001 一般職給                               △765

  03  職員手当等                             △2,363

      001 扶養手当                               △312

      002 地域手当                               △162

      003 住居手当                               △378

      004 通勤手当                                  41

      010 管理職手当                             △540

      011 期末手当                               △320

      012 勤勉手当                               △692

  04  共済費                                     155

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           155

計　 152,261155,234 △2,973 △2,973

（款）04 衛生費  （項）03 清掃費

清掃総務費 111,462110,749 713 713 02 △165給料01

713 03 354職員手当等 ○職員人件費（資源リサイクル課）                   713

  02  給料                                     04 524共済費 △165

      001 一般職給                               △165

  03  職員手当等                                 354

      003 住居手当                                 270

      006 時間外勤務手当                           309

      010 管理職手当                               118

26 27

（款）04 衛生費  （項）01 保健衛生費 （款）04 衛生費  （項）01 保健衛生費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）04 衛生費  （項）03 清掃費 （単位：千円）

（清掃総務       011 期末手当                               △343

  04  共済費                                     費） 524

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           524

リサイクル 50,52751,032 △505 △505 02 △285給料04

プラザ費 △505 03 △220職員手当等 ○職員人件費（資源リサイクル課）                 △505

  02  給料                                     △285

      001 一般職給                               △285

  03  職員手当等                               △220

      002 地域手当                                △28

      004 通勤手当                                △80

      010 管理職手当                                 6

      011 期末手当                                △75

      012 勤勉手当                                △43

計　 1,508,6841,508,476 208 208

（款）06 農林水産業費  （項）01 農業費

農業総務費 40,25940,495 △236 △236 02 △531給料02

△236 03 145職員手当等 ○職員人件費（産業振興課）                       △236

  02  給料                                     04 150共済費 △531

      001 一般職給                               △531

  03  職員手当等                                 145

      001 扶養手当                                 101

      002 地域手当                                △37

      004 通勤手当                                △47

      006 時間外勤務手当                           230

      011 期末手当                               △102

  04  共済費                                     150

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           150

計　 73,34973,585 △236 △236

（款）07 商工費  （項）01 商工費

商工総務費 33,61335,248 △1,635 △1,635 02 △1,750給料01

△1,635 03 26職員手当等 ○職員人件費（産業振興課）                     △1,635

  02  給料                                   04 89共済費 △1,750

      001 一般職給                             △1,750

  03  職員手当等                                  26

      001 扶養手当                                △65

      002 地域手当                               △139

      003 住居手当                                △79

      004 通勤手当                                △52

      006 時間外勤務手当                           559

28 29

（款）04 衛生費  （項）03 清掃費 （款）04 衛生費  （項）03 清掃費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）07 商工費  （項）01 商工費 （単位：千円）

（商工総務       010 管理職手当                               158

費）       011 期末手当                               △317

      012 勤勉手当                                △39

  04  共済費                                      89

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金            89

計　 245,221246,856 △1,635 △1,635

（款）08 土木費  （項）01 土木管理費

建設総務費 81,59793,438 △11,841 △11,841 02 △5,925給料01

△11,841 03 △4,685職員手当等 ○職員人件費（開発建築課）                    △11,841

  02  給料                                   04 △1,231共済費 △5,925

      001 一般職給                             △5,925

  03  職員手当等                             △4,685

      001 扶養手当                               △742

      002 地域手当                               △719

      004 通勤手当                                 173

      010 管理職手当                             △520

      011 期末手当                             △1,886

      012 勤勉手当                               △991

  04  共済費                                 △1,231

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金       △1,231

計　 81,59793,438 △11,841 △11,841

（款）08 土木費  （項）02 道路橋梁費

道路橋梁総 118,414121,655 △3,241 △3,241 02 △2,007給料01

務費 △3,241 03 △956職員手当等 ○職員人件費（道路整備課）                     △3,241

  02  給料                                   04 △278共済費 △2,007

      001 一般職給                             △2,007

  03  職員手当等                               △956

      001 扶養手当                                 455

      002 地域手当                               △154

      003 住居手当                               △324

      004 通勤手当                                  86

      006 時間外勤務手当                           984

      010 管理職手当                                 7

      011 期末手当                             △1,181

      012 勤勉手当                               △829

  04  共済費                                   △278

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金         △278

計　 724,189727,430 △3,241 △3,241

30 31

（款）07 商工費  （項）01 商工費 （款）07 商工費  （項）01 商工費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）08 土木費  （項）03 都市計画費 （単位：千円）

都市計画総 285,792286,253 △461 △461 02 △1,174給料01

務費 △461 03 45職員手当等 ○職員人件費（まちづくり推進課）                 △461

  02  給料                                   04 668共済費 △1,174

      001 一般職給                             △1,174

  03  職員手当等                                  45

      001 扶養手当                                △78

      002 地域手当                               △144

      004 通勤手当                               △145

      006 時間外勤務手当                           797

      010 管理職手当                               414

      011 期末手当                               △445

      012 勤勉手当                               △354

  04  共済費                                     668

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           668

下水路費 408,075406,435 1,640 1,640 28 1,640繰出金04

1,640 ○下水道事業特別会計繰出事業（まちづくり推進課） 1,640

  28  繰出金                                   1,640

      003 特別会計繰出金                         1,640

          ・下水道事業特別会計繰出金             1,640

公園費 302,612301,062 1,550 1,550 02 393給料05

1,550 03 718職員手当等 ○職員人件費（みどり公園課）                     1,550

  02  給料                                       04 439共済費 393

      001 一般職給                                 393

  03  職員手当等                                 718

      002 地域手当                                 489

      010 管理職手当                               229

  04  共済費                                     439

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           439

計　 1,264,0951,261,366 2,729 2,729

（款）10 教育費  （項）01 教育総務費

事務局費 266,530272,735 △6,205 △6,205 02 △2,937給料02

△6,205 03 △3,862職員手当等 ○職員人件費（教育総務課）                     △6,205

  02  給料                                   04 594共済費 △2,937

      001 一般職給                             △2,517

      003 教育長給                               △420

  03  職員手当等                             △3,862

      001 扶養手当                               △832

      002 地域手当                               △387

      003 住居手当                                 108

      004 通勤手当                               △378
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（款）08 土木費  （項）03 都市計画費 （款）08 土木費  （項）03 都市計画費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）10 教育費  （項）01 教育総務費 （単位：千円）

（事務局       010 管理職手当                             △527

費）       011 期末手当                               △789

      012 勤勉手当                               △885

      014 教育長期末手当                         △172

  04  共済費                                     594

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           594

計　 467,110473,315 △6,205 △6,205

（款）10 教育費  （項）02 小学校費

学校管理費 407,808407,805 3 3 04 3共済費01

3 ○職員人件費（教育総務課）                           3

  04  共済費                                       3

      006 埼玉県公立学校職員共済組合負担金           3

計　 563,477563,474 3 3

（款）10 教育費  （項）04 学校保健費

学校給食費 1,032,5671,032,748 △181 △181 02 △478給料02

△181 03 605職員手当等 ○職員人件費（学校給食課）                       △181

  02  給料                                     04 △308共済費 △478

      001 一般職給                               △478

  03  職員手当等                                 605

      001 扶養手当                                 154

      004 通勤手当                                 600

      010 管理職手当                               258

      011 期末手当                                △41

      012 勤勉手当                               △366

  04  共済費                                   △308

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金         △308

計　 1,146,0381,146,219 △181 △181

（款）10 教育費  （項）05 社会教育費

生涯学習費 120,971121,990 △1,019 △1,019 02 △1,302給料01

△1,019 03 151職員手当等 ○職員人件費（生涯学習・スポーツ課）           △1,019

  02  給料                                   04 132共済費 △1,302

      001 一般職給                             △1,302

  03  職員手当等                                 151

      002 地域手当                               △106

      003 住居手当                                  27

      004 通勤手当                                 169

      010 管理職手当                               240

      011 期末手当                                △70

34 35

（款）10 教育費  （項）01 教育総務費 （款）10 教育費  （項）01 教育総務費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）10 教育費  （項）05 社会教育費 （単位：千円）

（生涯学習       012 勤勉手当                               △109

  04  共済費                                     費） 132

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           132

文化財保護 139,333143,274 △3,941 △3,941 02 △2,370給料03

費 △3,941 03 △1,670職員手当等 ○職員人件費（文化財課）                       △3,941

  02  給料                                   04 99共済費 △2,370

      001 一般職給                             △2,370

  03  職員手当等                             △1,670

      001 扶養手当                                △54

      002 地域手当                               △242

      003 住居手当                                 243

      004 通勤手当                               △380

      011 期末手当                               △794

      012 勤勉手当                               △443

  04  共済費                                      99

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金            99

公民館費 400,268401,115 △847 △847 02 △284給料05

△847 03 △1,022職員手当等 ○職員人件費（中央公民館）                       △847

  02  給料                                     04 459共済費 △284

      001 一般職給                               △284

  03  職員手当等                             △1,022

      001 扶養手当                               △534

      002 地域手当                                △52

      004 通勤手当                                 100

      010 管理職手当                               300

      011 期末手当                               △740

      012 勤勉手当                                △96

  04  共済費                                     459

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           459

図書館費 290,000298,685 △8,685 △8,685 02 △4,050給料06

△8,685 03 △5,078職員手当等 ○職員人件費（図書館）                         △8,685

  02  給料                                   04 443共済費 △4,050

      001 一般職給                             △4,050

  03  職員手当等                             △5,078

      001 扶養手当                               △448

      002 地域手当                               △503

      003 住居手当                               △324

      004 通勤手当                               △372

      009 休日勤務手当                           △126

      010 管理職手当                             △532

      011 期末手当                             △1,468

36 37

（款）10 教育費  （項）05 社会教育費 （款）10 教育費  （項）05 社会教育費

- - - -



目 補正前の額 補　正　額 計
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特　　　定　　　 財　　　源
一般財源 区    分 金   額

節補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

説          明

（款）10 教育費  （項）05 社会教育費 （単位：千円）

（図書館       012 勤勉手当                             △1,305

  04  共済費                                     費） 443

      004 埼玉県市町村職員共済組合負担金           443

計　 1,008,7671,023,259 △14,492 △14,492

38 39

（款）10 教育費  （項）05 社会教育費 （款）10 教育費  （項）05 社会教育費

- - - -



１  特  　別  　職

期 末 手 当 そ の 他

(年間支給率) の 手 当

7,235

(4.10月分)

36,500

(3.75月分)

その他の
特 別 職

2,163 217,594 217,594 217,594

計 2,189 318,851 18,486 43,735 381,072 65,391 446,463

8,212

(4.10月分)

41,616

(3.75月分)

その他の
特 別 職

2,163 217,594 217,594 217,594

計 2,189 328,570 20,028 49,828 398,426 74,114 472,540

その他の
特 別 職

0 0 0 0

計 0 △ 9,719 △ 1,542 △ 6,093 △ 17,354 △ 8,723 △ 26,077

△ 23,549

△ 1,542 △ 977 △ 2,519 △ 9

△ 5,116 △ 14,835 △ 8,714

222,618

28,240 4,088

△ 2,528

32,328

152,592 70,026

比　較

長　　等 0

議　　員 0 △ 9,719

補正前

長　　等 2 20,028

議　　員 24 110,976

29,800

137,757 61,312 199,069

25,721 4,079

地域手当

補正後

長　　等 2 18,486

議　　員 24 101,257

給　与　費　明　細　書

 区　　　　分 職 員 数

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

共 済 費 合　計 備　考
報　　酬 給　　料 計

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円人
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２　一　　般　　職

（１）　　総　　括

単身赴任 休日勤務 管 理 職
手 当 手 当 手 当

比  較 △ 3,247 △ 1,325 0 △ 126 △ 2,184 △ 22,827△ 7,206 △ 561 △ 34 13,374 △ 26,914

1,644 150,382 8,572 82,506 686,068 411,383補正前 66,584 286,621 46,225 48,367 504

1,610 163,756 8,446 80,322 659,154 388,556補正後 63,337 279,415 45,664 47,042 504

通勤手当 特殊 勤務 時 間 外 期 末 手 当 勤勉手当
手 当 勤 務 手 当

△ 133,339 2,708 △ 130,6310

（△ 5）

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

区  分 扶養手当 地 域 手 当 住居手当

5,333,533 885,716 6,219,249768

（　39）

比    較

△ 4

0 △ 82,289 △ 51,050

888,424 6,088,618

職員数の
上段は常勤職員、
中段は一般職
非常勤職員、
下段の(   )内は
短時間勤務職員

768

（　34）

補 正 前

718

818,301 2,726,376 1,788,856

補 正 後

714

818,301 2,644,087 1,737,806 5,200,194

区   分 職  員  数

給                  与                  費

共  済  費 合 計 備       考

報 酬 給 料 職 員 手 当 計

千円 千円 千円 千円 千円 千円人

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
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(2)給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

区   分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説   明 備 考

給 料

千円

△ 82,289 その他の増減分

千円

△ 82,289

職 員 手 当

千円

△ 51,05C その他の増減分

千円

∠ゝ 51,050

(3)給 料 及

ア 職 員

び 職 員 手 当 の 状 況

1人 当 た り 給 与

区 分 行 政 職 技 能 労 務 職

補  正  後

平 均 給 料 月 額

円

312,882

円

283,714

平 均 給 与 月 額 374,911 324,282

平 均 年 齢

歳

41.0

歳

52.7

補  正  前

平 均 給 料 月 額

円

316,961

円

289,082

平 均 給 与 月 額 374,860 328,019

平 均 年 齢

歳

41.3

歳
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　　イ　級　別　職　員　数

人 ％ 人 ％

　（　　）内は短時間勤務職員

(1)(33)

(66.7)

(15.1)

(18.2)

(100.0)

(22)

( 5)

( 6)

5.5

区　　　　　　分
行　　　　　　　政　　　　　　　職 技　　能　　労　　務　　職

級 職　員　数 構　成　比 級 職　員　数 構　成　比

１　　　級 47 (1) 100.0 (100.0)

２　　　級 147 22.1

１　　　級 37

３　　　級 205 30.8

４　　　級 123 18.5

平成２８年１月１日現在 ５　　　級 85 12.8

６　　　級 41 6.1

計 47

７　　　級 16 2.4

100.0 (100.0)

８　　　級 12 1.8

計 666 100.0
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