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議案第   号  

 

   令和２年度多賀城市一般会計補正予算（第６号）  

 令和２年度多賀城市の一般会計補正予算（第６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５９３，５６９千 円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４，３７１，５７２千円と

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。  

（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。  

（地方債の補正）  

第３条  地方債の変更は、「第３表  地方債補正」による。  

 

令和２年９月  日提出  

 

                   多賀城市長  菊地  健次郎  
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10 68,738 10,561 79,299

1 地方特例交付金 68,738 10,561 79,299

11 4,134,447 △202,099 3,932,348

1 地方交付税 4,134,447 △202,099 3,932,348

13 140,297 △8,501 131,796

1 負担金 140,297 △8,501 131,796

14 470,813 △1,719 469,094

1 使用料 381,813 △1,719 380,094

15 12,348,203 17,688 12,365,891

1 国庫負担金 3,367,853 6,379 3,374,232

2 国庫補助金 8,970,478 11,309 8,981,787

16 1,983,461 3,183 1,986,644

1 県負担金 1,128,404 2,588 1,130,992

2 県補助金 719,736 595 720,331

17 374,645 273,513 648,158

2 財産売払収入 272,688 273,513 546,201

19 1,745,212 300,441 2,045,653

1 基金繰入金 1,745,209 75,963 1,821,172

2 特別会計繰入金 3 224,478 224,481

20 20,000 213,052 233,052

1 繰越金 20,000 213,052 233,052

21 678,727 10,650 689,377

5 雑入 188,992 10,650 199,642

22 1,993,300 △23,200 1,970,100

1 市債 1,993,300 △23,200 1,970,100

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

地方特例交付金

地方交付税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

市債
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33,778,003 593,569 34,371,572

款 項

歳　　入　　合　　計

補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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1 216,008 △441 215,567

1 議会費 216,008 △441 215,567

2 9,598,430 485,580 10,084,010

1 総務管理費 9,035,184 476,115 9,511,299

3 戸籍住民基本台帳費 176,765 9,965 186,730

4 選挙費 21,489 △170 21,319

6 監査委員費 29,264 △330 28,934

3 10,332,631 13,817 10,346,448

1 社会福祉費 3,585,360 8,071 3,593,431

2 児童福祉費 5,374,990 5,218 5,380,208

3 生活保護費 1,369,856 528 1,370,384

4 1,609,471 59 1,609,530

1 保健衛生費 771,223 59 771,282

5 60,814 △180 60,634

1 労働諸費 60,814 △180 60,634

6 266,580 1,272 267,852

1 農業費 266,048 1,272 267,320

7 980,481 △7,877 972,604

1 商工費 980,481 △7,877 972,604

10 5,109,225 101,339 5,210,564

1 教育総務費 572,960 110,234 683,194

2 小学校費 1,457,682 △1,245 1,456,437

3 中学校費 998,691 △2,728 995,963

4 社会教育費 1,445,895 △216 1,445,679

5 保健体育費 633,997 △4,706 629,291

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

教育費
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33,778,003 593,569 34,371,572

項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

歳　　出　　合　　計

款
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第２表　　債務負担行為補正

（追加）

事 項 期 間 限 度 額

特別史跡多賀城跡復元整備記録映像制
作業務委託

令 和 ３ 年 度 か ら

令 和 ６ 年 度 ま で
23,457 千円
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１　総　　括

（歳　　入）

10 地方特例交付金 68,738 10,561 79,299

11 地方交付税 4,134,447 △202,099 3,932,348

13 分担金及び負担金 140,297 △8,501 131,796

14 使用料及び手数料 470,813 △1,719 469,094

15 国庫支出金 12,348,203 17,688 12,365,891

16 県支出金 1,983,461 3,183 1,986,644

17 財産収入 374,645 273,513 648,158

19 繰入金 1,745,212 300,441 2,045,653

20 繰越金 20,000 213,052 233,052

21 諸収入 678,727 10,650 689,377

22 市債 1,993,300 △23,200 1,970,100

33,778,003 593,569 34,371,572歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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（歳　　出）

1 議会費 216,008 △441 215,567

2 総務費 9,598,430 485,580 10,084,010

3 民生費 10,332,631 13,817 10,346,448

4 衛生費 1,609,471 59 1,609,530

5 労働費 60,814 △180 60,634

6 農林水産業費 266,580 1,272 267,852

7 商工費 980,481 △7,877 972,604

10 教育費 5,109,225 101,339 5,210,564

33,778,003 593,569 34,371,572

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計
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特　　　　定　　　　財　　　　源

国県支出金 その他地方債

 千円

1,272千円

1,272千円

一般財源

 千円 千円

款　項　目 補　正　額補正前の額 計

 千円

　１項　農業費

　６款　農林水産業費

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円  千円  千円

3 163,644 1,4361,436 165,080農業振興費

43 15,667農地費4 15,624 43
県支出金

43

1,272266,048 267,320計 1,22943

△7,877千円

△7,877千円

　１項　商工費

　７款　商工費

△7,877 972,604商工費7 980,481 △5,377△2,500

△7,877 972,604商工費1 980,481 △5,377△2,500

△2,800 786,170商工振興費2 788,970 △300△2,500
繰入金

△2,500

△5,077 99,717観光費4 104,794 △5,077

△7,877980,481 972,604計 △5,377△2,500

10 5,109,225

110,234千円

101,339千円

　１項　教育総務費

１０款　教育費

101,339 5,210,564教育費

1 110,234 683,194

102,479△1,140

572,960 110,234教育総務費
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説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

千円  千円 千円

既定事業費
区　　分

節

負担金、補助 1,43619 〇農政課
及び交付金 1,436  1 園芸施設建設補助事業

　　19 負担金、補助及び交付金 1,436
　　　園芸施設建設費補助金 1,436

需用費 4111 〇農政課
8,16943  1 多面的機能支払事業

役務費 212 　　11 需用費 41
　　　消耗品費 41
　　12 役務費 2
　　　通信運搬費 2

委託料 △2,50013 〇商工観光課
800△300  1 企業人材育成補助事業

負担金、補助 △30019 　　19 負担金、補助及び交付金 △300
及び交付金 　　　企業人材育成事業費補助金 △300

4,727△2,500  2 企業・創業支援事業
　　13 委託料 △2,500
　　　企業支援業務委託料 △2,500

旅費 △979 〇商工観光課
4,200△4,200  1 多賀城跡あやめまつり事業

負担金、補助 △4,98019 　　19 負担金、補助及び交付金 △4,200
及び交付金 　　　観光イベント開催事業費補助金 △4,200

750△750  2 多賀城市民夏祭り補助事業
　　19 負担金、補助及び交付金 △750
　　　観光イベント開催事業費補助金 △750

127△127  3 あやめサミット参加事業
　　09 旅費 △97
　　19 負担金、補助及び交付金 △30
　　　会議等出席者負担金 △30

　　６款　農林水産業費　　７款　商工費　１０款　教育費
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101,339千円

110,234千円

一般財源

 千円 千円

款　項　目

 千円  千円

補　正　額 計

　１項　教育総務費

１０款　教育費

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円  千円  千円

その他地方債

補正前の額 特　　　　定　　　　財　　　　源

国県支出金

△222 570,113事務局費2 570,335 △222

110,456 110,461教育施設及3 5 110,456
び文化施設
管理基金費

110,234572,960 683,194計 110,234

△1,245千円

101,339千円

　２項　小学校費

１０款　教育費

△1,245 1,456,437小学校費2 1,457,682 △1,245

△1,245 1,364,736学校管理費1 1,365,981 △1,245

△1,2451,457,682 1,456,437計 △1,245

△2,728千円

101,339千円

　３項　中学校費

１０款　教育費

△2,728 995,963中学校費3 998,691 △558△2,170

△558 928,762学校管理費1 929,320 △558

△2,170 67,201教育振興費2 69,371 △2,170
繰入金

△2,170
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千円  千円 千円

既定事業費

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

旅費 △2229 〇教育総務課
2,983△222  1 教育総務係庶務事務

　　09 旅費 △222

積立金 110,45625 〇市長公室
5110,456  1 教育施設及び文化施設管理基金積立金

　　25 積立金 110,456
　　　教育施設及び文化施設管理基金積立金 110,456

報酬 △9951 〇教育総務課
9,425△189  1 学校医等事業［小学校］

共済費 △14 　　12 役務費 △189
　　　手数料 △189

旅費 △609 1,059△1,056  2 夏休み学校プール管理運営事業［小学校］
　　01 報酬 △995

役務費 △18912 　　　プール監視員報酬 △995
　　04 共済費 △1
　　09 旅費 △60

報酬 △4151 〇教育総務課
6,062△118  1 学校医等事業［中学校］

旅費 △259 　　12 役務費 △118
　　　手数料 △118

役務費 △11812 442△440  2 夏休み学校プール管理運営事業［中学校］
　　01 報酬 △415
　　　プール監視員報酬 △415
　　09 旅費 △25

旅費 △1,9359 〇教育総務課
2,170△2,170  1 多賀城市・太宰府市中学生交流事業

需用費 △18911 　　09 旅費 △1,935
　　11 需用費 △189

役務費 △712 　　　消耗品費 △170
　　　食糧費 △19

使用料及び賃 △3914 　　12 役務費 △7
借料 　　　保険料 △7

　１０款　教育費
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101,339千円

△2,728千円

一般財源

 千円 千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

国県支出金 その他

款　項　目 補　正　額補正前の額

 千円

計

　３項　中学校費

１０款　教育費

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円  千円  千円

地方債

 千円

△2,728 △558△2,170

△216千円

101,339千円

　４項　社会教育費

１０款　教育費

998,691 995,963計

△216 1,445,679社会教育費4 1,445,895 △4,6884,472

△438 270,906社会教育総1 271,344 △438
務費

△2,758 14,244社会教育振2 17,002 △2,758
興費

△795 40,504公民館費3 41,299 △795

2,711 104,308文化財保護4 101,597 △4813,192
費 繰入金

3,192
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説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

千円 千円

既定事業費
区　　分

節

 千円

　　14 使用料及び賃借料 △39
　　　施設利用料 △39

負担金、補助 △43819 〇生涯学習課
及び交付金 155△155  1 大伴家持顕彰会補助事業

　　19 負担金、補助及び交付金 △155
　　　大伴家持顕彰会補助金 △155

283△283  2 多賀城市芸術文化協会補助事業
　　19 負担金、補助及び交付金 △283
　　　多賀城市芸術文化協会補助金 △283

旅費 △1989 〇生涯学習課
198△198  1 全国万葉故地サミット交流事業

負担金、補助 △2,56019 　　09 旅費 △198
及び交付金 1,971△850  2 生涯学習１００年構想実践委員会補助事業

　　19 負担金、補助及び交付金 △850
　　　生涯学習１００年構想実践委員会補助金 △850
  3 史都多賀城万葉まつり実行委員会運営補助事業

1,710△1,710
　　19 負担金、補助及び交付金 △1,710
　　　史都多賀城万葉まつり実行委員会運営費補助金

△1,710

需用費 △7011 〇中央公民館
795△795  1 市民音楽祭開催事業

役務費 △15812 　　11 需用費 △70
　　　消耗品費 △13

委託料 △4813 　　　食糧費 △2
　　　印刷製本費 △55

使用料及び賃 △51914 　　12 役務費 △158
借料 　　　通信運搬費 △40

　　　手数料 △118
　　13 委託料 △48
　　　市民音楽祭駐車場整理業務委託料 △48
　　14 使用料及び賃借料 △519
　　　市民音楽祭設備使用料 △519

旅費 △2579 〇文化財課
58,0003,192  1 特別史跡多賀城跡復元整備事業

需用費 3011 　　09 旅費 199
　　11 需用費 30

委託料 2,96313 　　　消耗品費 30
　　13 委託料 2,963

負担金、補助 △2519 　　　記録映像制作業務委託料 2,963
及び交付金 684△481  2 全国史跡整備市町村協議会等参加事業

　　09 旅費 △456
　　19 負担金、補助及び交付金 △25

　１０款　教育費
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101,339千円

△216千円

一般財源

 千円 千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

国県支出金

款　項　目 補　正　額補正前の額

 千円

　４項　社会教育費

１０款　教育費

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円  千円  千円

その他地方債

計

 千円

△216 369,6119 369,827 △216
調査センタ
埋蔵文化財

ー費

1,280 1,289多賀城南門11 9 1,280
等復元事業 繰入金
等基金費 1,280

△2161,445,895 1,445,679計 △4,6884,472

△4,706千円

101,339千円

　５項　保健体育費

１０款　教育費

△4,706 629,291保健体育費5 633,997 △1,264△3,442

△4,706 153,6821 158,388 △1,264△3,442
務費
保健体育総

繰入金
△3,442

△4,706633,997 629,291計 △1,264△3,442
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説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

千円 千円

既定事業費
区　　分

節

 千円

　　　会議等出席者負担金 △25

旅費 △2069 〇埋蔵文化財調査センター
  1 全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会推進事業

負担金、補助 △1019 260△216
及び交付金 　　09 旅費 △206

　　19 負担金、補助及び交付金 △10
　　　全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会負担金

△10

積立金 1,28025 〇市長公室
91,280  1 多賀城南門等復元事業等基金積立金

　　25 積立金 1,280
　　　多賀城南門等復元事業等基金積立金 1,280

報償費 △508 〇生涯学習課
  1 東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連事業

旅費 △2689 7,041△4,706
　　08 報償費 △50

需用費 △15011 　　　報償金 △50
　　09 旅費 △268

役務費 △3012 　　11 需用費 △150
　　　消耗品費 △150

委託料 △1,08113 　　12 役務費 △30
　　　通信運搬費 △30

使用料及び賃 △54814 　　13 委託料 △1,081
借料 　　　横断幕等作成業務委託料 △231

　　　聖火リレー応援啓発物作成業務委託料 △850
負担金、補助 △2,57919 　　14 使用料及び賃借料 △548
及び交付金 　　　会場設備使用料 △548

　　19 負担金、補助及び交付金 △2,579
　　　キューバ交流事業実行委員会負担金 △2,579

　１０款　教育費
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