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平成３０年度三宅町一般会計第４回補正予算

平成３０年度の三宅町一般会計の補正予算は、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５８，９５３千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，６１１，３５３千円とする。

２ 歳入歳出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予算後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

平成３１年３月４日提出

三宅町長 森 田 浩 司
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6 82,585 18,371 100,956

1 地方消費税交付金 82,585 18,371 100,956

9 1,564,811 21,935 1,586,746

1 地方交付税 1,564,811 21,935 1,586,746

10 10 △10 0

1 交通安全対策特別交付金 10 △10 0

11 68,936 △190 68,746

2 負担金 68,936 △190 68,746

12 45,283 △404 44,879

1 使用料 27,432 196 27,628

2 手数料 17,851 △600 17,251

13 348,818 △46,614 302,204

1 国庫負担金 163,725 124 163,849

2 国庫補助金 181,643 △46,738 134,905

14 164,195 1,228 165,423

1 県負担金 103,405 1,056 104,461

2 県補助金 45,652 △2,594 43,058

3 県委託金 15,138 2,766 17,904

16 31,001 △7,028 23,973

1 寄付金 31,001 △7,028 23,973

17 50,712 △32,588 18,124

1 基金繰入金 50,712 △32,588 18,124

19 24,291 247 24,538

6 雑入 24,248 247 24,495

20 452,349 △13,900 438,449

1 町債 452,349 △13,900 438,449

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

地方消費税交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

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

寄付金

繰入金

諸収入

町債

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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3,670,306 △58,953 3,611,353歳　　入　　合　　計

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

3



1 67,654 △950 66,704

1 議会費 67,654 △950 66,704

2 730,644 24,980 755,624

1 総務管理費 649,792 31,092 680,884

2 徴税費 65,828 △2,918 62,910

4 選挙費 10,613 △3,194 7,419

3 1,108,341 △213 1,108,128

1 社会福祉費 715,861 2,016 717,877

2 児童福祉費 392,480 △2,229 390,251

4 246,314 △10,506 235,808

1 保健衛生費 139,455 △4,954 134,501

2 清掃費 106,859 △5,552 101,307

6 41,828 △3,930 37,898

1 農業費 41,828 △3,930 37,898

7 6,064 △2,200 3,864

1 商工費 6,064 △2,200 3,864

8 565,120 △49,506 515,614

1 土木総務費 77,626 △437 77,189

2 道路橋梁費 101,174 △23,153 78,021

3 都市計画費 175,854 703 176,557

4 まちづくり費 198,049 △26,619 171,430

9 180,373 428 180,801

1 消防費 180,373 428 180,801

10 320,957 △7,956 313,001

1 教育総務費 59,261 1,714 60,975

2 小学校費 142,909 △4,534 138,375

歳 出

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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3 中学校費 49,353 △3,426 45,927

5 社会教育費 54,319 △1,710 52,609

12 377,292 △9,100 368,192

1 公債費 377,292 △9,100 368,192

3,670,306 △58,953 3,611,353

公債費

歳　　出　　合　　計

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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7 商工費 1 商工費 1,200

8 土木費 2 道路橋梁費 7,560

8 土木費 2 道路橋梁費 20,034

9 消防費 1 消防費 7,857

9 消防費 1 消防費 1,111

10 教育費 2 小学校費 90,049

127,811

第２表 繰越明許費

 プレミアム付商品券事業

 社会資本整備総合交付金事業（道路）

 三宅１号線道路整備事業

 災害に強い町づくり事業

 非常備消防費

 三宅小学校空調設備設置事業

事業名款 項 金額

 千円

合　       　計
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第３表

地 方 債 補 正

起債の目的

補 正 前

限度額
起債の

方法
利 率 償還の方法

過疎対策事業債 212,900

証書借入

又は

証券発行

年３．０％以内

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる政府資金

及び地方公共団体金融機

構資金及び銀行その他の

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

とする。

ただし、町財政の都合

により、償還期限等の短

縮、又は、繰上償還、若

しくは、低利債に借り換

えすることができる。

一 般 事 業 債 18,200

緊 急 防 災 減 災

事 業 債
36,900

計 268,000
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（千円）

起債の目的

補 正 後

限度額
起債の

方法
利 率 償還の方法

過疎対策事業債 249,000

左に同じ 左に同じ 左に同じ一 般 事 業 債 17,000

緊 急 防 災 減 災

事 業 債
35,200

計 301,200
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１ 総 括

（歳 入）

6 地方消費税交付金 82,585 18,371 100,956

9 地方交付税 1,564,811 21,935 1,586,746

10 交通安全対策特別交付金 10 △10 0

11 分担金及び負担金 68,936 △190 68,746

12 使用料及び手数料 45,283 △404 44,879

13 国庫支出金 348,818 △46,614 302,204

14 県支出金 164,195 1,228 165,423

16 寄付金 31,001 △7,028 23,973

17 繰入金 50,712 △32,588 18,124

19 諸収入 24,291 247 24,538

20 町債 452,349 △13,900 438,449

3,670,306 △58,953 3,611,353

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳　　入　　合　　計

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 67,654 △950 66,704

2 総務費 730,644 24,980 755,624

3 民生費 1,108,341 △213 1,108,128

4 衛生費 246,314 △10,506 235,808

6 農林水産業費 41,828 △3,930 37,898

7 商工費 6,064 △2,200 3,864

8 土木費 565,120 △49,506 515,614

9 消防費 180,373 428 180,801

10 教育費 320,957 △7,956 313,001

12 公債費 377,292 △9,100 368,192

3,670,306 △58,953 3,611,353歳　　出　　合　　計

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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国県支出金 地 方 債 そ の 他

△950

2,766 △2,900 △7,543 32,657

△3,158 3,500 191 △746

△435 △785 △9,286

43 △3,973

1,166 △3,500 134

△44,546 △14,300 9,340

273 155

△1,495 3,300 △9,761

△14,000 4,900

△45,386 △13,900 △22,137 22,470

補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円
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２ 歳    入

　６款　地方消費税交付金 18,371千円

　１項　地方消費税交付金 18,371千円

目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円  千円

1 地方消費税交付金 82,585 18,371 100,956

計 82,585 18,371 100,956

　９款　地方交付税 21,935千円

　１項　地方交付税 21,935千円

1 地方交付税 1,564,811 21,935 1,586,746

計 1,564,811 21,935 1,586,746

１０款　交通安全対策特別交付金 △10千円

　１項　交通安全対策特別交付金 △10千円

1 交通安全対策特別交付金 10 △10 0

計 10 △10 0

１１款　分担金及び負担金 △190千円

　２項　負担金 △190千円

2 民生負担金 46,998 113 47,111

3 衛生負担金 1,903 △303 1,600

計 68,936 △190 68,746
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節
説 明

区　　分 金　　額

 千円  千円

1 地方消費税交 18,371 地方消費税交付金 10,104

付金 地方消費税社会保障財源交付金 8,267

1 地方交付税 21,935 普通交付税 21,935

1 交通安全対策 △10 交通安全対策特別交付金 △10

特別交付金

2 児童福祉負担 113 延長・一時保育保護者負担金 177

金 保育事業関係保護者負担金 △64

1 保健衛生負担 △303 予防接種個人負担金 △303

金
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１２款　使用料及び手数料 △404千円

　１項　使用料 196千円

目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円  千円

2 民生使用料 699 78 777

3 衛生使用料 138 118 256

計 27,432 196 27,628

１２款　使用料及び手数料 △404千円

　２項　手数料 △600千円

3 衛生手数料 14,486 △600 13,886

計 17,851 △600 17,251

１３款　国庫支出金 △46,614千円

　１項　国庫負担金 124千円

2 民生負担金 163,605 124 163,729

計 163,725 124 163,849

１３款　国庫支出金 △46,614千円

　２項　国庫補助金 △46,738千円

1 総務補助金 7,543 1,166 8,709

3 衛生補助金 2,185 △393 1,792
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節
説 明

区　　分 金　　額

 千円  千円

4 児童福祉バス 78 幼児園バス使用料 78

使用料

4 墓地永代使用 118 墓地永代使用料 118

料

1 環境衛生手数 △600 廃棄物処理手数料 △600

料

5 保険基盤安定 124 国民健康保険基盤安定負担金保険者支援分 124

負担金

1 総務管理費補 1,166 プレミアム付商品券事務費補助金 1,166

助金

1 保健衛生補助 △393 母子保健衛生事業補助金 △393

金
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１３款　国庫支出金 △46,614千円

　２項　国庫補助金 △46,738千円

目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円  千円

6 土木補助金 143,732 △44,546 99,186

7 消防補助金 0 273 273

8 教育補助金 9,404 △999 8,405

10 児童福祉補助金 14,295 △2,239 12,056

計 181,643 △46,738 134,905

１４款　県支出金 1,228千円

　１項　県負担金 1,056千円

2 民生負担金 103,345 1,056 104,401

計 103,405 1,056 104,461

１４款　県支出金 1,228千円

　２項　県補助金 △2,594千円

2 民生補助金 36,468 △2,099 34,369
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節
説 明

区　　分 金　　額

 千円  千円

12 社会資本整備 △44,546 社会資本整備総合交付金事業補助金 △44,546

総合交付金事

業補助金

1 消防補助金 273 消防団設備整備費補助金 273

1 小学校補助金 △120 特別支援教育就学奨励費補助金 △120

5 社会教育補助 △112 学校・地域連携事業補助金 △112

金

6 文化財保護費 △767 記念物・埋蔵文化財関係国庫補助金 △767

補助金

1 児童虐待ＤＶ △2,239 児童虐待ＤＶ対策等総合支援事業補助金 △2,239

対策等総合支

援事業補助金

3 保険基盤安定 1,056 国民健康保険基盤安定負担金保険税軽減分 994

負担金 国民健康保険基盤安定負担金保険者支援分 62

3 隣保館補助金 △2,099 解放会館運営補助金 △2,099
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１４款　県支出金 1,228千円

　２項　県補助金 △2,594千円

目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円  千円

3 衛生補助金 2,418 △42 2,376

4 農林水産業補助金 4,740 43 4,783

8 教育補助金 1,369 △496 873

計 45,652 △2,594 43,058

１４款　県支出金 1,228千円

　３項　県委託金 2,766千円

1 総務委託金 15,138 2,766 17,904

計 15,138 2,766 17,904

１６款　寄付金 △7,028千円

　１項　寄付金 △7,028千円

2 ふるさと納税 31,000 △7,028 23,972

計 31,001 △7,028 23,973

１７款　繰入金 △32,588千円

　１項　基金繰入金 △32,588千円

1 財政調整基金繰入金 18,073 △18,073 0
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節
説 明

区　　分 金　　額

 千円  千円

1 保健衛生補助 △42 保健事業補助金 △42

金

1 農業補助金 43 機構集積協力金事業補助金 43

3 社会教育補助 △112 学校・地域連携事業補助金 △112

金

6 文化財保護費 △384 記念物・埋蔵文化財関係県費補助金 △384

補助金

2 微税委託金 2,766 県民税微収事務委託金 2,766

1 ふるさと納税 △7,028 ふるさと納税 △7,028

1 財政調整基金 △18,073 財政調整基金繰入金 △18,073

繰入金
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１７款　繰入金 △32,588千円

　１項　基金繰入金 △32,588千円

目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円  千円

2 公債償還基金繰入金 21,000 △14,000 7,000

5 ふるさと納税基金繰入金 3,839 △515 3,324

計 50,712 △32,588 18,124

１９款　諸収入 247千円

　６項　雑入 247千円

1 雑入 23,847 247 24,094

計 24,248 247 24,495

２０款　町債 △13,900千円

　１項　町債 △13,900千円

1 総務債 375,149 △12,200 362,949

8 消防債 36,900 △1,700 35,200

計 452,349 △13,900 438,449

22



節
説 明

区　　分 金　　額

 千円  千円

1 公債償還基金 △14,000 公債償還基金繰入金 △14,000

繰入金

1 ふるさと納税 △515 ふるさと納税基金繰入金 △515

基金繰入金

1 雑入 247 産業管理課雑入 112

環境衛生課雑入 135

5 一般単独事業 △1,200 一般単独事業債 △1,200

債

8 過疎対策事業 △11,000 過疎対策事業債（ハード） △14,400

債 過疎対策事業債（ソフト） 3,400

1 消防事業債 △1,700 緊急防災減債事業債（単独） △1,700
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３ 歳    出

　１款　議会費 △950千円

　１項　議会費 △950千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

1 議会費 67,654 △950 66,704 △950

計 67,654 △950 66,704 0 0 0 △950

　２款　総務費 24,980千円

　１項　総務管理費 31,092千円

1 一般管理費 325,180 4,681 329,861 △7,282 11,963

目 補正前の額 補正額 計
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節

区　　分 金　　額

 千円 千円

2 給料 △332 一般職給料 △332

3 職員手当等 △489 扶養手当 △258

地域手当 △17

時間外勤務手当 18

管理職手当 △23

期末勤勉手当 △209

4 共済費 △129 共済費 △129

2 給料 6,041 一般職給料 3,849

臨時職員等給料 2,192

3 職員手当等 3,443 特別職職員手当 △217

扶養手当 137

地域手当 154

住居手当 36

通勤手当 △230

時間外勤務手当 813

宿日直手当 △14

管理職手当 225

期末勤勉手当 2,539

4 共済費 3,001 共済費 2,476

臨時職員社会保険料 525

7 賃金 △397 パート職員等賃金 △397

説　　　　　　　　　　　　明
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　２款　総務費 24,980千円

　１項　総務管理費 31,092千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

2 文書広報費 10,939 156 11,095 156

3 財産管理費 105,473 △1,690 103,783 △2,900 1,210

4 企画費 121,574 △10,177 111,397 △515 △9,662

目 補正前の額 補正額 計

26



節

区　　分 金　　額

 千円 千円

9 旅費 △90 職員旅費 △90

11 需用費 △72 印刷製本費 △72

12 役務費 △494 通信運搬費 △494

13 委託料 △861 その他委託料 △861

14 使用料及び賃 △70 使用料 △70

借料

19 負担金補助及 △5,820 負担金 △5,820

び交付金

13 委託料 156 その他委託料 156

2 給料 △53 一般職給料 △53

3 職員手当等 702 地域手当 6

時間外勤務手当 648

期末勤勉手当 48

4 共済費 41 共済費 41

12 役務費 △100 事業関係役務費 △100

13 委託料 △140 事業関係委託料 △140

14 使用料及び賃 △195 事業関係使・賃借料 △195

借料

15 工事請負費 △2,196 工事請負費 △2,196

25 積立金 251 公共施設等整備基金積立金 251

11 需用費 △200 消耗品費 △200

説　　　　　　　　　　　　明
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　２款　総務費 24,980千円

　１項　総務管理費 31,092千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

8 財政調整基 65,838 37,868 103,706 37,868

金費

9 ふるさと納 16,747 254 17,001 254

税基金費

計 649,792 31,092 680,884 0 △2,900 △7,543 41,535

　２款　総務費 24,980千円

　２項　徴税費 △2,918千円

1 税務総務費 65,828 △2,918 62,910 2,766 △5,684

計 65,828 △2,918 62,910 2,766 0 0 △5,684

目 補正前の額 補正額 計

28



節

区　　分 金　　額

 千円 千円

13 委託料 △8,477 電算事務委託料 △7,747

その他委託料 △730

14 使用料及び賃 △1,500 使用料 △1,160

借料 賃借料 △340

25 積立金 37,868 公債償還基金積立金 37,868

25 積立金 254 ふるさと納税基金積立金 254

2 給料 △1,509 一般職給料 △1,509

3 職員手当等 △157 地域手当 △38

住居手当 504

通勤手当 52

時間外勤務手当 △212

期末勤勉手当 △463

4 共済費 △472 共済費 △472

12 役務費 △300 通信運搬費 △300

13 委託料 △480 電算事務委託料 △480

説　　　　　　　　　　　　明
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　２款　総務費 24,980千円

　４項　選挙費 △3,194千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

1 選挙管理委 7,269 △3,194 4,075 △3,194

員会費

計 10,613 △3,194 7,419 0 0 0 △3,194

　３款　民生費 △213千円

　１項　社会福祉費 2,016千円

1 社会福祉総 403,840 7,613 411,453 △413 400 7,626

務費

2 老人福祉費 170,513 △3,300 167,213 △400 △2,900

目 補正前の額 補正額 計

30



節

区　　分 金　　額

 千円 千円

2 給料 △1,990 一般職給料 △1,990

3 職員手当等 △528 地域手当 41

通勤手当 62

時間外勤務手当 185

期末勤勉手当 △816

4 共済費 △676 共済費 △676

2 給料 △786 一般職給料 △786

3 職員手当等 455 扶養手当 △102

地域手当 △4

住居手当 △288

通勤手当 △233

時間外勤務手当 667

管理職手当 141

期末勤勉手当 274

4 共済費 209 共済費 209

8 報償費 △240 報償費 △240

11 需用費 △46 印刷製本費 △46

28 繰出金 8,021 国保会計繰出金 8,021

2 給料 △926 一般職給料 △926

3 職員手当等 △457 扶養手当 △240

説　　　　　　　　　　　　明
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　３款　民生費 △213千円

　１項　社会福祉費 2,016千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

4 国民年金費 15,204 △1,193 14,011 △1,193

6 解放会館費 11,208 △1,104 10,104 △2,099 995

計 715,861 2,016 717,877 △2,512 0 0 4,528

目 補正前の額 補正額 計
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節

区　　分 金　　額

 千円 千円

地域手当 △29

住居手当 △34

通勤手当 35

時間外勤務手当 △6,482

管理職手当 213

期末勤勉手当 6,080

4 共済費 △153 共済費 △153

20 扶助費 △320 扶助費 △320

28 繰出金 △1,444 介護保険特別会計繰出金 △1,444

2 給料 △263 一般職給料 △263

3 職員手当等 △636 地域手当 △18

時間外勤務手当 △53

管理職手当 △389

期末勤勉手当 △176

4 共済費 △294 共済費 △294

2 給料 △444 一般職給料 △444

3 職員手当等 △580 地域手当 △13

通勤手当 △38

時間外勤務手当 △195

期末勤勉手当 △334

4 共済費 △80 共済費 △80

説　　　　　　　　　　　　明
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　３款　民生費 △213千円

　２項　児童福祉費 △2,229千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

1 児童福祉総 120,751 △421 120,330 △646 △600 825

務費

2 母子福祉費 4,556 0 4,556 △800 800

6 幼児園費 245,354 △1,808 243,546 4,900 191 △6,899

計 392,480 △2,229 390,251 △646 3,500 191 △5,274

目 補正前の額 補正額 計

34



節

区　　分 金　　額

 千円 千円

1 報酬 △6 委員報酬 △6

3 職員手当等 △110 児童手当 △110

11 需用費 △47 消耗品費 △47

12 役務費 △7 手数料 △7

13 委託料 △65 その他委託料 △65

18 備品購入費 △242 備品購入費 △242

23 償還金利子及 56 返還金 56

び割引料

財源更正

2 給料 △2,653 一般職給料 △2,423

臨時職員等給料 △230

3 職員手当等 1,153 扶養手当 540

地域手当 △24

住居手当 297

通勤手当 △31

特殊勤務手当 △552

時間外勤務手当 1,167

管理職手当 357

期末勤勉手当 △601

4 共済費 233 共済費 328

臨時職員社会保険料 △95

13 委託料 △541 その他委託料 △541

説　　　　　　　　　　　　明
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　４款　衛生費 △10,506千円

　１項　保健衛生費 △4,954千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

1 保健衛生総 139,052 △4,954 134,098 △435 △185 △4,334

務費

計 139,455 △4,954 134,501 △435 0 △185 △4,334

　４款　衛生費 △10,506千円

　２項　清掃費 △5,552千円

1 清掃総務費 106,859 △5,552 101,307 △600 △4,952

目 補正前の額 補正額 計

36



節

区　　分 金　　額

 千円 千円

2 給料 △3,503 一般職給料 △1,044

臨時職員等給料 △2,459

3 職員手当等 219 扶養手当 120

地域手当 △13

住居手当 △243

通勤手当 4

時間外勤務手当 354

期末勤勉手当 △3

4 共済費 △641 共済費 △206

臨時職員社会保険料 △435

13 委託料 △1,029 その他委託料 △1,029

2 給料 1,176 一般職給料 △77

臨時職員等給料 1,253

3 職員手当等 △581 扶養手当 91

地域手当 4

特殊勤務手当 △642

時間外勤務手当 △61

期末勤勉手当 27

4 共済費 △36 共済費 36

臨時職員社会保険料 △72

13 委託料 △6,111 ごみし尿収集処理委託料 △6,111

説　　　　　　　　　　　　明
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　４款　衛生費 △10,506千円

　２項　清掃費 △5,552千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

計 106,859 △5,552 101,307 0 0 △600 △4,952

　６款　農林水産業費 △3,930千円

　１項　農業費 △3,930千円

1 農業委員会 11,516 △27 11,489 △27

費

2 農業総務費 13,745 △3,903 9,842 43 △3,946

計 41,828 △3,930 37,898 43 0 0 △3,973

　７款　商工費 △2,200千円

　１項　商工費 △2,200千円

1 商工振興費 6,064 △2,200 3,864 1,166 △3,500 134

目 補正前の額 補正額 計
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節

区　　分 金　　額

 千円 千円

2 給料 △50 一般職給料 △50

3 職員手当等 7 地域手当 1

期末勤勉手当 6

4 共済費 16 共済費 16

2 給料 △1,470 一般職給料 △1,470

3 職員手当等 △1,728 扶養手当 △318

地域手当 △52

通勤手当 △50

時間外勤務手当 △235

期末勤勉手当 △1,073

4 共済費 △748 共済費 △748

19 負担金補助及 43 補助金 43

び交付金

11 需用費 34 消耗品費 34

13 委託料 1,166 その他委託料 1,166

説　　　　　　　　　　　　明
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　７款　商工費 △2,200千円

　１項　商工費 △2,200千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

計 6,064 △2,200 3,864 1,166 △3,500 0 134

　８款　土木費 △49,506千円

　１項　土木総務費 △437千円

1 土木総務費 77,626 △437 77,189 △437

計 77,626 △437 77,189 0 0 0 △437

　８款　土木費 △49,506千円

　２項　道路橋梁費 △23,153千円

1 道路維持費 30,258 △843 29,415 △900 57

2 道路新設費 70,916 △22,310 48,606 △18,491 △6,500 2,681

目 補正前の額 補正額 計

40



節

区　　分 金　　額

 千円 千円

19 負担金補助及 △3,400 負担金 △3,400

び交付金

2 給料 △424 一般職給料 △511

臨時職員等給料 87

3 職員手当等 △56 扶養手当 78

地域手当 1

住居手当 179

通勤手当 △198

時間外勤務手当 △163

管理職手当 1

期末勤勉手当 46

4 共済費 43 共済費 166

臨時職員社会保険料 △123

15 工事請負費 △843 工事請負費 △843

15 工事請負費 △20,000 工事請負費 △20,000

19 負担金補助及 △2,310 負担金 △2,310

び交付金

説　　　　　　　　　　　　明
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　８款　土木費 △49,506千円

　２項　道路橋梁費 △23,153千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

計 101,174 △23,153 78,021 △18,491 △7,400 0 2,738

　８款　土木費 △49,506千円

　３項　都市計画費 703千円

4 下水道費 171,375 703 172,078 703

計 175,854 703 176,557 0 0 0 703

　８款　土木費 △49,506千円

　４項　まちづくり費 △26,619千円

2 近鉄石見駅 196,842 △26,619 170,223 △26,055 △7,700 7,136

周辺整備費

3 企業立地促 1,207 0 1,207 800 △800

進費

計 198,049 △26,619 171,430 △26,055 △6,900 0 6,336

　９款　消防費 428千円

　１項　消防費 428千円

1 消防総務費 166,731 △196 166,535 △196

目 補正前の額 補正額 計
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節

区　　分 金　　額

 千円 千円

28 繰出金 703 公下会計繰出金 703

2 給料 △2,089 事業費支弁給料 △2,089

3 職員手当等 △185 事業費支弁職員手当 △185

4 共済費 △345 事業費支弁共済費 △345

15 工事請負費 △6,000 工事請負費 △6,000

19 負担金補助及 △18,000 事業関係負担金 △18,000

び交付金

財源更正

15 工事請負費 △31 工事請負費 △31

19 負担金補助及 △165 負担金 △165

び交付金

説　　　　　　　　　　　　明
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　９款　消防費 428千円

　１項　消防費 428千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

3 非常備消防 11,811 624 12,435 273 351

費

計 180,373 428 180,801 273 0 0 155

１０款　教育費 △7,956千円

　１項　教育総務費 1,714千円

2 事務局費 57,695 1,714 59,409 1,714

計 59,261 1,714 60,975 0 0 0 1,714

目 補正前の額 補正額 計
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節

区　　分 金　　額

 千円 千円

11 需用費 △315 消耗品費 △161

修繕料 △154

12 役務費 △70 手数料 △70

18 備品購入費 1,009 備品購入費 1,009

2 給料 △236 一般職給料 △54

臨時職員等給料 △182

3 職員手当等 1,300 特別職職員手当 △362

扶養手当 516

地域手当 18

住居手当 12

通勤手当 61

時間外勤務手当 813

管理職手当 △3

期末勤勉手当 245

4 共済費 737 共済費 741

臨時職員社会保険料 △4

11 需用費 △87 印刷製本費 △87

説　　　　　　　　　　　　明
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１０款　教育費 △7,956千円

　２項　小学校費 △4,534千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

1 学校管理費 121,868 △3,105 118,763 3,300 △6,405

2 教育振興費 5,832 △1,005 4,827 △120 △885

3 学校給食費 15,209 △424 14,785 △424

計 142,909 △4,534 138,375 △120 3,300 0 △7,714

１０款　教育費 △7,956千円

　３項　中学校費 △3,426千円

1 中学校費 49,353 △3,426 45,927 △3,426

計 49,353 △3,426 45,927 0 0 0 △3,426

１０款　教育費 △7,956千円

　５項　社会教育費 △1,710千円

1 社会教育総 7,755 △1,253 6,502 △224 △1,029

務費

目 補正前の額 補正額 計
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節

区　　分 金　　額

 千円 千円

13 委託料 △355 電算事務委託料 △355

18 備品購入費 △2,750 備品購入費 △2,750

20 扶助費 △1,005 扶助費 △1,005

13 委託料 △424 給食委託料 △424

19 負担金補助及 △3,426 負担金 △3,426

び交付金

8 報償費 △35 報償費 △35

11 需用費 △562 食糧費 △203

印刷製本費 △59

賄材料費 △300

12 役務費 △107 通信運搬費 △65

手数料 △25

保険料 △17

13 委託料 △240 その他委託料 △240

14 使用料及び賃 △309 使用料 △119

借料 賃借料 △190

説　　　　　　　　　　　　明
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１０款　教育費 △7,956千円

　５項　社会教育費 △1,710千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

2 公民館費 18,640 △27 18,613 △27

3 社会教育施 20,572 1,070 21,642 1,070

設費

5 文化財保護 7,352 △1,500 5,852 △1,151 △349

費

計 54,319 △1,710 52,609 △1,375 0 0 △335

１２款　公債費 △9,100千円

　１項　公債費 △9,100千円

1 元金 350,950 △5,200 345,750 △14,000 8,800

目 補正前の額 補正額 計

48



節

区　　分 金　　額

 千円 千円

2 給料 △67 一般職給料 △67

3 職員手当等 17 時間外勤務手当 6

管理職手当 1

期末勤勉手当 10

4 共済費 23 共済費 23

2 給料 1,537 一般職給料 1,537

3 職員手当等 666 扶養手当 138

地域手当 53

住居手当 △324

通勤手当 △45

時間外勤務手当 111

期末勤勉手当 733

4 共済費 417 共済費 417

11 需用費 △600 光熱水費 △600

13 委託料 △950 各種保安管理委託料 △950

13 委託料 △1,500 事業関係委託料 △1,500

23 償還金利子及 △5,200 償還金利子及び割引料 △5,200

び割引料

説　　　　　　　　　　　　明
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１２款　公債費 △9,100千円

　１項　公債費 △9,100千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

2 利子 26,342 △3,900 22,442 △3,900

計 377,292 △9,100 368,192 0 0 △14,000 4,900

目 補正前の額 補正額 計
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節

区　　分 金　　額

 千円 千円

23 償還金利子及 △3,900 償還金利子及び割引料 △3,900

び割引料

説　　　　　　　　　　　　明

51


