
（款） 10 教育費 （項） 5 保健体育費

款 本年度 節

項 (前年度) 財源内訳 区分 金額

目 <比較>

11 災害復旧費 548,001 国庫支出金 147,795

都支出金

(0) 市債 370,900

<548,001> その他

<皆増> 一般財源 29,306

1 災害復旧費 548,001 国庫支出金 147,795

都支出金

(0) 市債 370,900

<548,001> その他

<皆増> 一般財源 29,306

1 土木施設災害復旧 461,000 特定財源 446,877 12 委託料 5,000

費 14 工事請負費 306,000

(0) （特定財源） 18 負担金補助 150,000

<461,000> 国庫支出金 100,577 及び交付金

<皆増> 市債 346,300

一般財源 14,123

2 教育施設災害復旧 87,001 特定財源 71,818 11 役務費 16

費 12 委託料 12,430

(0) （特定財源） 14 工事請負費 74,555

<87,001> 国庫支出金 47,218

<皆増> 市債 24,600

一般財源 15,183

12 公債費 12,247,542 国庫支出金

都支出金 499,862

(11,738,010) 市債

<509,532> その他 167,006

<4.3%増> 一般財源 11,580,674
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　　　(2)　富士森体育館運営 42,543

　　３　甲の原体育館の管理運営　　　　　　　　　　　［スポーツ施設管理課］     392,026

　　　　（特定財源　   237,237　一般財源　   154,789）

　　　(1)　甲の原体育館の管理運営 61,965

　　　(2)　甲の原体育館の大規模改修 326,282

　　　(3)　甲の原体育館の機能拡充 3,779

　　４　総合体育館の管理運営　　　　　　　　　　　　［スポーツ施設管理課］     411,754

　　　　（特定財源　        27　一般財源　   411,727）

　　　(1)　総合体育館の整備 156,377

　　　(2)　総合体育館の運営 255,377

令和元年東日本台風による土木施設の災害復旧に要する経費

　　１　道路・橋りょうの復旧事業　　　　　　　　　　［管理課］                 150,000

　　　　（特定財源　   145,977　一般財源　     4,023）

　　２　道路・橋りょうの復旧事業　　　　　　　　　　［建設課］                 311,000

　　　　（特定財源　   300,900　一般財源　    10,100）

令和元年東日本台風による教育施設の災害復旧に要する経費

　　１　学校施設の復旧事業　　　　　　　　　　　　　［施設管理課］              87,001

　　　　（特定財源　    71,818　一般財源　    15,183）

説明
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（款） 12 公債費 （項） 1 公債費

款 本年度 節

項 (前年度) 財源内訳 区分 金額

目 <比較>

1 公債費 12,247,542 国庫支出金

都支出金 499,862

(11,738,010) 市債

<509,532> その他 167,006

<4.3%増> 一般財源 11,580,674

1 元金 11,558,187 特定財源 634,195 27 繰出金 11,558,187

(10,906,180) （特定財源）

<652,007> 都支出金 476,517

<6.0%増> 使用料 157,678

一般財源 10,923,992

2 利子 689,355 特定財源 32,673 27 繰出金 689,355

(831,830) （特定財源）

<△142,475> 都支出金 23,345

<17.1%減> 使用料 9,328

一般財源 656,682

13 諸支出金 1,788 一般財源 1,788

(3,638)

<△1,850>

<50.9%減>

1 繰出金 1,788 一般財源 1,788

(3,638)

<△1,850>

<50.9%減>

1 特別会計繰出金 1,788 一般財源 1,788 27 繰出金 1,788

(3,638)

<△1,850>

<50.9%減>

14 予備費 150,000 一般財源 150,000

(150,000)

<0>

1 予備費 150,000 一般財源 150,000
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長期債に対する償還元金

　　１　元金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［財政課］              11,558,187

　　　　（特定財源　   634,195　一般財源　10,923,992）

　　　(1)　定時償還分 11,558,187

支払い利子

　　１　利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［財政課］                 689,355

　　　　（特定財源　    32,673　一般財源　   656,682）

　　　(1)　長期債利子 684,355

　　　(2)　一時借入金利子 5,000

土地取得事業特別会計への繰出金

　　１　土地取得事業特別会計への繰出金　　　　　　　［資産管理課］               1,788

　　　　（特定財源　         0　一般財源　     1,788）

説明
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（款） 14 予備費 （項） 1 予備費

款 本年度 節

項 (前年度) 財源内訳 区分 金額

目 <比較>

(150,000)

<0>

1 予備費 150,000 一般財源 150,000 28 予備費 150,000

(150,000)

<0>

220,900,000 国庫支出金 46,712,567

都支出金 29,373,220

(200,900,000) 市債 18,542,100

<20,000,000> その他 7,069,282

<10.0%増> 一般財源 119,202,831

歳  出  合  計
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　　１　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［財政課］                 150,000

　　　　（特定財源　         0　一般財源　   150,000）

説明
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