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〔６月１４日提出〕 

宮城県登米市



一 般 会 計 補 正 予 算 

（第２号） 



議案第４７号 

令和元年度登米市一般会計補正予算（第２号） 

令和元年度登米市一般会計補正予算（第２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１４２，３６１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７，２９８，７５９千円とする。 

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及び変更は、「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。 

令和元年６月１４日提出 

登米市長  熊 谷 盛 廣 



2 地方譲与税 660,001 20,308 680,309

4 森林環境譲与税 0 20,308 20,308

13 国庫支出金 5,177,607 29,958 5,207,565

1 国庫負担金 3,584,208 13,772 3,597,980

2 国庫補助金 1,561,268 16,186 1,577,454

14 県支出金 3,046,128 61,822 3,107,950

1 県負担金 1,482,568 9,136 1,491,704

2 県補助金 1,295,716 53,448 1,349,164

3 委託金 267,844 △762 267,082

17 繰入金 2,997,455 24,573 3,022,028

2 基金繰入金 2,993,993 24,573 3,018,566

19 諸収入 913,276 5,400 918,676

6 雑入 400,752 5,400 406,152

20 市債 5,844,500 300 5,844,800

1 市債 5,844,500 300 5,844,800

47,156,398 142,361 47,298,759歳　　入　　合　　計

 千円

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



歳　出

2 総務費 4,805,535 9,202 4,814,737

1 総務管理費 4,020,565 9,202 4,029,767

5 統計調査費 36,453 0 36,453

3 民生費 13,470,199 63,663 13,533,862

1 社会福祉費 6,267,787 36,605 6,304,392

2 児童福祉費 6,213,270 27,058 6,240,328

4 衛生費 7,892,854 13,364 7,906,218

1 保健衛生費 1,499,751 13,364 1,513,115

6 農林水産業費 3,130,103 47,091 3,177,194

1 農業費 2,846,618 26,783 2,873,401

2 林業費 283,003 20,308 303,311

8 土木費 4,142,736 1,000 4,143,736

6 住宅費 393,714 1,000 394,714

9 消防費 1,782,069 974 1,783,043

1 消防費 1,782,069 974 1,783,043

10 教育費 4,645,873 7,067 4,652,940

1 教育総務費 812,613 599 813,212

4 幼稚園費 425,600 1,321 426,921

補　正　額

 千円

款 計

 千円

項 補正前の額

千円



5 社会教育費 1,144,779 5,147 1,149,926

47,156,398 142,361 47,298,759歳　　出　　合　　計

項 補正前の額

 千円

款 補　正　額 計

 千円  千円



第２表　債務負担行為補正

１．追 加

千円

２．変 更

11,164

限度額事　項 期　間

介護用品支給事業（長寿介護課） 令和２年度

変更前 変更後

期　間 限度額 期　間 限度額

コピー機借上料（平成31年度追加分）（市民生活
課）

事　項

千円 千円

平成32年度から
平成33年度まで

5
令和２年度から
令和３年度まで

9



第３表　地方債補正

１．変 更

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

児童福祉事業 438,000
証書借入
又は証券
発行

５．０％
以内（た
だし、利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
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）

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。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、又は繰上
償還もしくは
低利に借換え
することがで
きる。

438,300
補正前に
同じ

補正前に
同じ

 補正前に
 同じ

起債の目的
補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後



国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号） 



議案第４８号 

令和元年度登米市国民健康保険特別会計 

補正予算（第１号） 

 令和元年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第１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から歳入歳出それぞれ８３，６９９千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，８９１，４６３千円とする。 

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。 

令和元年６月１４日提出 

登米市長  熊 谷 盛 廣 



1 国民健康保険税 1,853,111 △239,272 1,613,839

1 国民健康保険税 1,853,111 △239,272 1,613,839

5 繰入金 978,483 155,573 1,134,056

1 他会計繰入金 663,299 1,210 664,509

2 基金繰入金 315,184 154,363 469,547

8,975,162 △83,699 8,891,463

 千円

補　正　額

歳　　入　　合　　計

 千円

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款 計

 千円

項 補正前の額



歳　出

1 総務費 186,529 1,210 187,739

2 徴税費 35,172 1,210 36,382

3
国民健康保険事業費納
付金

2,564,195 △84,909 2,479,286

1 医療給付費分 1,729,199 △59,101 1,670,098

2 後期高齢者支援金等分 574,705 21,554 596,259

3 介護納付金分 260,291 △47,362 212,929

8,975,162 △83,699 8,891,463歳　　出　　合　　計

補　正　額

 千円

款 計

 千円

項 補正前の額

千円



介護保険特別会計補正予算 

（第１号） 



議案第４９号 

令和元年度登米市介護保険特別会計 

補正予算（第１号） 

 令和元年度登米市介護保険特別会計補正予算（第１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２８，７８６千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，０７２，３５６千円とする。 

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。 

令和元年６月１４日提出 

登米市長  熊 谷 盛 廣 



7 繰入金 1,409,477 28,786 1,438,263

1 一般会計繰入金 1,409,476 28,786 1,438,262

10,043,570 28,786 10,072,356

項 補正前の額

 千円

補　正　額

歳　　入　　合　　計

 千円

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款 計

 千円



歳　出

1 総務費 177,718 1,242 178,960

1 総務管理費 100,870 1,242 102,112

5 基金積立金 197,077 27,544 224,621

1 基金積立金 197,077 27,544 224,621

10,043,570 28,786 10,072,356歳　　出　　合　　計

補　正　額

 千円

款 計

 千円

項 補正前の額

千円
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