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石 総 第 １５７ 号  

令和２年３月４日   

 

 石岡市議会議長 池 田 正 文 殿 

 

石岡市長 今 泉 文 彦  

 

議案の訂正請求書 

 

令和２年２月２５日提出した議案の一部について，下記のとおり訂正した

いので，石岡市議会会議規則第１８条第１項の規定により提出いたします。 

 

記 

 

１ 訂正の議案名 

議案第１１号 令和元年度石岡市一般会計補正予算（第４号） 

 

２ 訂正の理由 

  新型コロナウイルス感染症対策のための小学校休業に伴う放課後児童ク

ラブの開所時間拡大により，放課後児童健全育成事業における報酬及び補

助金等について補正額を訂正するもの。 

 

３ 訂正の内容 

  議案第１１号令和元年度石岡市一般会計補正予算（第４号）第１条中

「５０７,２７４千円」を「４９５,２８９千円」に，「３３,０２４,３１

１千円」を「３３,０３６,２９６千円」に，第１表歳入歳出予算補正，歳

入歳出補正予算事項別明細書及び給与費明細書の一部を別紙のとおり訂正

するもの。 



歳　入 （単位　千円）

項 補正前の額 補正額 計

△96,002 5,271,427 

△98,008 5,269,421 

△53,328 2,234,419 

△55,334 2,232,413 

△76,053 2,230,889 

△78,059 2,228,883 

△55,543 1,143,838 

△57,549 1,141,832 

△802,184 424,973 

△810,157 417,000 

△810,270 385,784 

△818,243 377,811 

△495,289 33,036,296 

△507,274 33,024,311 

歳　出 （単位　千円）

項 補正前の額 補正額 計

38,631 2,887,338 

26,646 2,875,353 

△20,174 637,412 

△32,159 625,427 

△495,289 33,036,296 

△507,274 33,024,311 

2,306,942 

２　県補助金 1,199,381 

15　国庫支出金 5,367,429 

２　国庫補助金 2,287,747 

33,531,585 

第１表　歳入歳出予算補正

1,227,157 

1,196,054 

33,531,585 

2,848,707 

657,586 

歳　出　合　計

款

４　社会教育費

款

２　基金繰入金

歳　入　合　計

19　繰入金

10　教育費

16　県支出金

別 紙

補正予算書 Ｐ２～Ｐ３

－１－



１　総　括
（歳　入） （単位　千円）

△96,002  5,271,427  
△98,008  5,269,421  
△76,053  2,230,889  
△78,059  2,228,883  

△802,184  424,973  
△810,157  417,000  
△495,289  33,036,296  
△507,274  33,024,311  

（歳　出） （単位　千円）

国県支出金 地方債 その他
38,631  2,887,338  65,386  57,292  
26,646  2,875,353  61,374  52,500  △136,547  49,319  

△495,289  33,036,296  △172,055  △45,158  
△507,274  33,024,311  △176,067  178,800  △456,876  △53,131  

歳入歳出補正予算事項別明細書

10　教育費

補正額の財源内訳
特　定　財　源

一般財源

19　繰入金

2,848,707  

33,531,585  

1,227,157  

33,531,585  

款 補正前の額 補正額

歳　出　合　計

計

歳　入　合　計

款 補正前の額 補正額 計

16　県支出金 2,306,942  

15　国庫支出金 5,367,429  

補正予算書 Ｐ３１

補正予算書 Ｐ３２～Ｐ３３

－２－



２　歳　入
（款）15 国庫支出金 （項）２ 国庫補助金

△235,820 965,655 △169,183 0 
△237,826 963,649 △171,189 △2,006 
△53,328 2,234,419 
△55,334 2,232,413 

（款）16 県支出金 （項）２ 県補助金

△119,802 748,076 △120,485 0 
△121,808 746,070 △122,491 △2,006 
△55,543 1,143,838 
△57,549 1,141,832 

（款）19 繰入金 （項）２ 基金繰入金

△623,009 211,834 △623,009 
△630,982 203,861 △630,982 
△810,270 385,784 
△818,243 377,811 

２ 児童福祉費
補助金

計

金　　額

１民生費県補助金 867,878 
３ 児童福祉費
補助金

2,287,747 

節

（単位　千円）

（単位　千円）

目 補正前の額 補正額

放課後児童健全育成
事業費補助金［１／３］

節
説　　　明

区　　分 金　　額

説　　　明
区　　分

目 補正前の額 補正額 計

放課後児童健全育成
事業費補助金［１／３］

目 補正前の額 補正額 計

計 1,199,381 

計

２民生費国庫補助金 1,201,475 

１ 財政調整基金
繰入金

１財政調整基金繰入金 834,843 

計 1,196,054 

（単位　千円）
節

説　　　明
区　　分 金　　額

補正予算書 Ｐ３６～Ｐ３９

補正予算書 Ｐ３８～Ｐ４１

補正予算書 Ｐ４０～Ｐ４３

－３－



３　歳　出
（款）10 教育費 （項）４ 社会教育費

国県支出金 地方債 その他
210,850 △5,683 205,167 0 △5,683  1 報酬 △5,727 放課後児童健全育成事業 △5,727 

△17,668 193,182 △4,012 △13,656 △11,692 △17,712 
44 △5,727 

△5,976 △11,692 
0 

△6,020 

△20,174 637,412 △1,739 35,759 
△32,159 625,427 △5,751 △54,194 27,786 

19 負担金補助
及び交付金

　1 放課後児童支援員報
　　酬

 19 放課後児童健全
　　育成事業補助金

計 657,586 

目 補正前の額 補正額 計

１ 社会教育
総務費

（単位　千円）
節

説　　　明
補正額の財源内訳　
特定財源

一般財源 区　　分 金　　額

補正予算書 Ｐ５８～Ｐ５９

－４－



１．特　別　職

給 与 費

区　　　　　　　　　分 職  員  数
（人） 計 　

そ　の　他　の 4,114 568,787 568,787 30,418 599,205
特  　別　  職 4,105 562,822 562,822 593,240

計 4,139 670,547 26,880 41,917 3,630 742,974 74,102 817,076
4,130 664,582 737,009 811,111

そ　の　他　の △ 16 △ 32,222 △ 32,222 △ 32,222
特  　別　  職 △ 25 △ 38,187 △ 38,187 △ 38,187

計 △ 16 △ 32,222 △ 32,222 △ 32,222

△ 25 △ 38,187 △ 38,187 △ 38,187

年間支給率 地域手当 寒冷地手当報　 　酬 給　　　料

給　　与　　費　　明　　細　　書

（単位　千円）

補 正 後

比 較

（月  分）

期末手当 その他の 共  済  費 合　　　計 備　　　考

手　　当

－５－

補正予算書 Ｐ６２～Ｐ６３


