
□一般会計 総額

1 98,880 98,880

146,916

560,000

123,600

33,600

15,000

715

4 5,000 5,000

5 146,916 146,916

6 804,273 804,273

291,000

2,105,500

67,600

1
656,518

2
3,017,000

3
120,000

4
1,001

災害弔慰金等負担金
県支出金 15,715

経営体育成支援事業補助金

2,464,100

繰入金 災害救助基金繰入金

一般単独災害復旧事業債

寄附金 災害支援寄附金

903,153  

＊歳入予算

国庫支出金

308,023,000 3,494,847  

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金

農林水産施設災害復旧事業費国庫補助金

主　な　内　容

地方交付税 特別交付税

災害救助費負担金

民間住宅施策推進補助金

3

2

303,625,000 4,398,000

863,116

令和元年度１２月補正予算(No.１)の概要

　令和元年台風第１９号等による被害に係る災害救助費及び災害復旧費等につ
いて、応急的な対応に要する経費を計上するもの。また、人事委員会勧告等に
対応する職員給与の増額等に要する経費を計上するもの

４，３９８，０００千円

補正前 補正額 補正後
補正額の財源内訳

特定財源

(以下単位は全て千円)

一般財源

7

台風第１９号災害復旧費
(財務課)
(一部繰越明許費設定)

繰越金 前年度剰余金

補助・直轄災害復旧事業債(現年)

災害援護資金貸付金債

市債

　令和元年台風第１９号により被害を受けた施設の災
害復旧をするもの。また、既に執行した災害復旧費を
補填するもの

＊歳出予算の主なもの 主　な　内　容

台風第１９号災害救助費
(危機管理課・財務課)

　令和元年台風第１９号による災害に対して応急的に
必要な救助等を行うもの

農業後継者・担い手確保対策事業
(農政課)
(繰越明許費設定)

　令和元年台風第１５号により被害を受けた農業者に
対して、農業経営を維持するために必要な施設(鶏舎な
ど)の復旧等を緊急的に支援するもの

災害援護事業
(地域福祉課)

　令和元年台風第１９号により犠牲となった方の遺族
に対して、弔慰金を支給するもの。また、被害を受け
た世帯主に対して災害援護資金の貸付けを行うもの
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5
76,481

6
56,000

7
357,000

8
14,000

9
100,000

□麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計
総額

(単位：千円)

1 14,000 14,000

1 14,000 14,000

　人事委員会勧告等に対応する増額、令和元年台風第
１９号に係る災害復旧に伴う増額及び職員構成の変動
等に伴う減額をするもの

台風第１９号消防活動関連経費
(消防総務課・警防課)

　令和元年台風第１９号による被災者の救助活動へ県
下消防相互応援協定に基づき出動した消防機関への応
援負担金の支払及び消防団への費用弁償等を行うもの

派遣職員受入負担金
(職員課)

　令和元年台風第１９号に係る災害復旧業務に従事す
る地方自治法に基づく派遣受入職員の給料、手当及び
共済費について本市が負担するもの

１４，０００千円

(単位：千円)

　人事委員会勧告等に対応する増額及び
職員の増員に伴う増額をするもの

繰入金

職員給与費
(職員課)

＊歳入予算 主　な　内　容

一般会計繰入金

＊歳出予算

麻溝台・新磯野第一整備地区土地
区画整理事業特別会計繰出金
(財務課)

　麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別
会計の補正に伴い、同会計への繰出金を増額補正する
もの

職員給与費・教職員給与費
(職員課・教職員給与厚生課)

予備費
(財務課)

　令和元年台風第１９号による災害に対して緊急に要
した経費に充用したことから、今後の予算外の支出等
に充てるために補填するもの
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【歳出予算】 

１ 台風第１９号災害救助費(656,518千円) 担当 危機管理課・財務課 

 令和元年台風第１９号による災害に対して応急的に必要な救助等を行うもの 

(１)応急仮設住宅の供与 住家が全壊等し住宅を確保できない者に対し、家賃等費用を供与

するもの 

(２)住宅の応急修理 住家が半壊等となった者に対し、住宅の応急修理を実施するもの 

(３)障害物の除去 台風により発生した災害廃棄物を除去するもの 

(４)その他 市社会福祉協議会が設置・運営する災害ボランティアセンターの運営費用を補

助するもの 等 

○特定財源  災害救助費国庫負担金 負担率１／２ 

       災害救助基金繰入金 

 

２ 台風第１９号災害復旧費(3,017,000千円)※一部繰越明許費設定 担当 財務課 

 令和元年台風第１９号により被害を受けた施設の災害復旧をするもの。また、既に執行し

た災害復旧費を補填するもの 

(１)農林水産施設災害復旧費 青根上青根水田・畑地での山腹崩壊による土砂撤去ほか 16件 

(２)公共土木施設災害復旧費 国道 413号法面崩落による土砂等撤去ほか 

 

３ 災害援護事業(120,000千円) 担当 地域福祉課 

(１)令和元年台風第１９号により犠牲となった方の遺族に対して、弔慰金を支給するもの 

○支給額   生計維持者 5,000千円、その他の者 2,500千円 

○補正額   20,000千円(生計維持者 2名、その他の者 4名) 

○特定財源  災害弔慰金等負担金(県費) 負担率 ３／４ 

(２)令和元年台風第１９号により被害を受けた世帯主に対して災害援護資金の貸付けを行う

もの 

○貸付限度額 1,500千円～3,500千円 

○貸付利率：無利子        償還期間：10年以内  

 償還方法：年賦、半年賦、月賦  据置期間：3年以内 

○特定財源 国の予算等貸付金債(災害援護資金貸付金)充当率２／３ 
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４ 農業後継者・担い手確保対策事業(1,001千円) ※繰越明許費設定  担当 農政課 

 令和元年台風第１５号により被害を受けた農業者に対して、農業経営を維持するために必

要な施設(鶏舎など)の復旧等を緊急的に支援するもの 

○財源 

 国庫    429千円 補助率３／１０  

 県費    286千円 補助率２／１０ 

 市(一財)   286千円 補助率２／１０ 

 事業者負担 429千円    ３／１０ 

 ・国県市の補助金を合計して復旧費用の７／１０を対象者に交付するもの 

 ・国及び県の補助分を合計して県支出金として市へ交付される 

 

５ 台風第１９号消防活動関連経費(76,481千円)      担当 消防総務課・警防課 

 令和元年台風第１９号による被災者の救助活動へ県下消防相互応援協定に基づき出動した

消防機関への応援負担金の支払及び消防団への費用弁償等を行うもの 

○応援消防機関 

 横浜市、川崎市、藤沢市、平塚市、厚木市、大和市、秦野市、伊勢原市、座間市、海老名

市、綾瀬市及び愛川町 

○出動要請消防団員数 

 1,496人 

 

６ 派遣職員受入負担金(56,000千円) 担当 職員課 

令和元年台風第１９号による道路、農地などの災害復旧業務に従事する、地方自治法に基

づく派遣受入職員の給料、手当及び共済費について本市が負担するもの 

○根拠法令：地方自治法第２５２条の１７ 

○派遣内容 

 ・受入予定人数 １５人 

         (受入予定所属)都市建設局、環境経済局ほか 

 ・受入予定期間 令和元年１２月１日～令和２年３月３１日 

 ・派遣元団体  神奈川県 ほか 

○補正額     56,000千円 

 ・給料     23,000千円 

 ・手当     24,000千円 

 ・共済費     9,000千円 
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７ 職員給与費・教職員給与費(357,000千円) 担当 職員課・教職員給与厚生課 

 人事委員会勧告等に対応する増額、令和元年台風第１９号に係る災害復旧に伴う増額及び

職員構成の変動等に伴う減額をするもの 

（１） 人事委員会勧告等に基づく改定分     216,500千円 

（２） 令和元年台風第１９号による災害復旧分  150,000千円 

（３） 職員構成の変動等による減額       △ 9,500千円 

○給料の改定 

区 分 
平 均 給 料 月 額  平均改定額 

(円) 
平均改定率(％) 

現 行(円) 改定後(円) 

行政職給料表(１) 305,828 306,083 255 0.08 

行政職給料表(２) 318,563 318,588 25 0.01 

消防職給料表 317,355 317,683 328 0.10 

医療職給料表 480,333 481,333 1,000 0.21 

教育職給料表 329,296 329,516 220 0.07 

学校事務職給料表 273,901 274,233 332 0.12 

備考 平均給料月額の現行の欄に掲げる金額は、平成３１年４月１日現在の額 

○期末・勤勉手当の支給月数 

 令和元年度改定前                         (単位：月) 

区分 
6月期 12月期 合計 

期末 勤勉 計 期末 勤勉 計 期末 勤勉 計 

一般職員 1.3 0.925 2.225 1.3 0.925 2.225 2.6 1.85 4.45 

特定幹部 1.1 1.125 2.225 1.1 1.125 2.225 2.2 2.25 4.45 

 令和元年度改定後                         (単位：月) 

区分 
6月期 12月期 合計 

期末 勤勉 計 期末 勤勉 計 期末 勤勉 計 

一般職員 1.3 0.925 2.225 1.3 0.975 2.275 2.6 1.9 4.5 

特定幹部 1.1 1.125 2.225 1.1 1.175 2.275 2.2 2.3 4.5 
 

 

８ 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計繰出金(14,000千円) 

担当 財務課 

 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計の補正に伴い、同会計への繰出金

を増額補正するもの 
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９ 予備費(100,000千円) 担当 財務課 

 令和元年台風第１９号による災害に対して緊急に要した経費に充用したことから、今後の

予算外の支出等に充てるために補填するもの 

 


