
計

  2. 地方譲与税

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額

６７，４９９ ２６２ ６７，７６１

３３，４９９ ２６２ ３３，７６１  3. 森林環境譲与税

２４，０６３ △９０８ ２３，１５５ 13. 分担金及び負担金

３０９ △３０ ２７９  1. 分担金

２３，７５４ △８７８ ２２，８７６  2. 負担金

７５，３１５ △２，８００ ７２，５１５ 14. 使用料及び手数料

１７，１５５ △２，８００ １４，３５５  2. 手数料

７２９，５２０ △１，４７２ ７２８，０４８ 15. 国庫支出金

１０４，９５０ △２９８ １０４，６５２  1. 国庫負担金

６２３，３４１ △１，１７４ ６２２，１６７  2. 国庫補助金

２５３，９４４ △２２，６５０ ２３１，２９４ 16. 県支出金

２０８，２２１ △１８，８６４ １８９，３５７  1. 県負担金

３３，５７９ △１，６８３ ３１，８９６  2. 県補助金

１２，１４４ △２，１０３ １０，０４１  3. 県委託金

１２，５００ △７，０１３ ５，４８７ 17. 財産収入

△１３ ５，４８７  1. 財産運用収入

（単位：千円）

- 2 -

７，０００ △７，０００ ０  2. 財産売払収入

５，５００

- 2 -

第 １ 表　　　  歳  入  歳  出　予  算  補  正　（第　９　号）
歳　入



款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

（単位：千円）

- 3 -

１４１，６７６ △１ １４１，６７５ 18. 寄附金

１４１，６７６ △１ １４１，６７５  1. 寄附金

６９８，０８０ △１１１，４００ ５８６，６８０ 19. 繰入金

６８５，５２０ △１１１，４００ ５７４，１２０  2. 基金繰入金

２３６，３１４ △９６，５１８ １３９，７９６ 21. 諸収入

１００，６１０ △１００，２００ ４１０  3. 貸付金元利収入

１３５，５０１ ３，６８２ １３９，１８３  4. 雑入

９１５，１３０ △２３，６００ ８９１，５３０ 22. 町債

９１５，１３０ △２３，６００ ８９１，５３０  1. 町債

２，７４９，０５９補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  分

５，９０３，１００ △２６６，１００ ５，６３７，０００歳                 入                 合                 計

２，７４９，０５９

- 3 -



計

  1. 議会費

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額

５４，１０８ １１８ ５４，２２６

５４，１０８ １１８ ５４，２２６  1. 議会費

- 4 -

４９０，２０１ △１，６９９ ４８８，５０２

１，７２２，５７９ △１３５，３７３ １，５８７，２０６  2. 総務費

１，４５７，６４９ △１０６，１６０ １，３５１，４８９  1. 総務管理費

１７，５３５ ３３０ １７，８６５  3. 戸籍住民基本台帳費

７，１１３ △２，１０３ ５，０１０  4. 選挙費

２１６，７３７ △２７，４４０ １８９，２９７  5. 統計調査費

７５５，０６２ △１，６４７ ７５３，４１５  3. 民生費

５６８，６９５ △１，６４７ ５６７，０４８  1. 社会福祉費

７３３，４４４ １６３ ７３３，６０７  4. 衛生費

２４５，４８２ １６３ ２４５，６４５  4. 上下水道費

５７，８０２ △４，９７７ ５２，８２５  6. 農林業費

３２，００６ △１，７５６ ３０，２５０  1. 農業費

２５，７９６ △３，２２１ ２２，５７５  2. 林業費

４９３，９７７ △１１６，８４３ ３７７，１３４  7. 商工費

△１１６，８４３ ３７７，１３４  1. 商工費

土木費

- 4 -

４９３，９７７

歳　出 （単位：千円）

  8.



款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

（単位：千円）

- 5 -

２５９，９８２ １，７００ ２６１，６８２  2. 道路橋梁費

２８，４５８ △３，３９９ ２５，０５９  4. 都市計画費

２３１，７７０ ２，５３２ ２３４，３０２  9. 消防費

２３１，７７０ ２，５３２ ２３４，３０２  1. 消防費

９６２，６７８ △８，６８３ ９５３，９９５ 10. 教育費

△４，０５９ ８１６，０４１  1. 教育総務費

２７，８９０ △１，０２０ ２６，８７０  2. 小学校費

８２０，１００

１６，１２５ △４９６ １５，６２９  3. 中学校費

  4. 社会教育費

２２，５１８ △７５９

４０，８７４ △３００ ４０，５７４

３５，１７１ △２，０４９

２０，６３１ △１，４４７ １９，１８４

３３，１２２

２１，７５９

 11. 災害復旧費

１，０２９ △２４７ ７８２  1. 農林業施設災害復旧費

１９，６０２ △１，２００ １８，４０２  2. 公共土木施設災害復旧費

３０，３３４ １，７５６ ３２，０９０ 14. 予備費

  5. 保健体育費

- 5 -

３５０，５１４ ３５０，５１４

３０，３３４ １，７５６ ３２，０９０

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  分

  6. 文化財費

  1. 予備費



歳                 出                 合                 計

款 項 補 正 前 の 額

- 6 -

計

５，９０３，１００ △２６６，１００ ５，６３７，０００

補　　正　　額

- 6 -

（単位：千円）



- 9 -

- 9 -

歳　入　歳　出　補  正  予　算　事　項　別　明　細　書　（第　９　号）
１  総　括

（歳　入） （単位：千円）

△７，０１３ ５，４８７ 17. 財産収入 １２，５００

△２２，６５０ ２３１，２９４ 16. 県支出金 ２５３，９４４

△１，４７２ ７２８，０４８ 15. 国庫支出金 ７２９，５２０

△２，８００ ７２，５１５ 14. 使用料及び手数料 ７５，３１５

△９０８ ２３，１５５ 13. 分担金及び負担金 ２４，０６３

０ ５００ 12. 交通安全対策特別交付金 ５００

０ ２，１８５，８４５ 11. 地方交付税 ２，１８５，８４５

０ ７，８０８ 10. 地方特例交付金 ７，８０８

０ ４，０２４  9. 環境性能割交付金 ４，０２４

０ ２，７００  8. ゴルフ場利用税交付金 ２，７００

０ ７３，６００  7. 地方消費税交付金 ７３，６００

０ ３，６１０  6. 法人事業税交付金 ３，６１０

０ １，９００  5. 株式等譲渡所得割交付金 １，９００

０ ２，０００  4. 配当割交付金 ２，０００

０ ５００  3. 利子割交付金 ５００

３３９，１３２

  2. 地方譲与税 ６７，４９９ ２６２ ６７，７６１

  1. 町税 ３３９，１３２ ０

款 補 正 前 の 額 補　正　額 計



５，６３７，０００５，９０３，１００歳          入          合          計 △２６６，１００

△２３，６００ ８９１，５３０ 22. 町債 ９１５，１３０

△９６，５１８ １３９，７９６ 21. 諸収入 ２３６，３１４

０ １２７，４４０ 20. 繰越金 １２７，４４０

１４１，６７５

 19. 繰入金 ６９８，０８０ △１１１，４００ ５８６，６８０

 18. 寄附金 １４１，６７６ △１

款 補 正 前 の 額 補　正　額 計

（単位：千円）

- 10 -

- 10 -



（歳　出） （単位：千円）

- 11 -

- 11 -

△２４，１２２ △２３，６００ △１２０，３７０ △９８，００８５，９０３，１００ △２６６，１００歳    出    合    計 ５，６３７，０００

 14. 予備費 ３０，３３４ １，７５６ ３２，０９０ １，７５６

１ 13. 諸支出金 １ ０

１１

 12. 公債費 ３５０，５１１ ０ ３５０，５１１

１９，１８４ △６２８ △８００ △３０ 11. 災害復旧費 ２０，６３１ △１，４４７

１，３９６

 10. 教育費 ９６２，６７８ △８，６８３ ９５３，９９５ △４，１５３ △４，５３０

２３４，３０２ △２００ １，３３６  9. 消防費 ２３１，７７０ ２，５３２

△１０，０４３

  8. 土木費 ４９０，２０１ △１，６９９ ４８８，５０２ △１，１７４ △１，５００ ９７５

３７７，１３４ △２２０ △７００ △１０５，８８０  7. 商工費 ４９３，９７７ △１１６，８４３

  6. 農林業費 ５７，８０２ △４，９７７ ５２，８２５ △４４９ △４１１ △４，１１７

２  5. 労働費 ２ ０

△４３

  4. 衛生費 ７３３，４４４ １６３ ７３３，６０７ △１７，７００ △２，８００ ２０，６６３

７５３，４１５ △１，３２２ △５００ ２１８  3. 民生費 ７５５，０６２ △１，６４７

１１８

  2. 総務費 １，７２２，５７９ △１３５，３７３ １，５８７，２０６ △２０，３２９ △３，７００ △７，１５０ △１０４，１９４

５４，２２６

補　　正　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　正　額 計 特 　　   定 　    財      源
一般財源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ  の  他

  1. 議会費 ５４，１０８ １１８



（款）  13. 分担金及び負担金 （項）   2. 負担金

- 12 -

- 12 -

補　正　第　９　号

２　　歳　入

（款）   2. 地方譲与税 （項）   3. 森林環境譲与税 （単位：千円）

計

（款）  13. 分担金及び負担金 （項）   1. 分担金

計

17,155 △2,800計 14,355

塵芥処理手数料（指定ごみ袋）                     　△2,900

塵芥処理手数料（指定シール）                         　100

（款）  14. 使用料及び手数料 （項）   2. 手数料

  2. 衛生費手数料 15,117 △2,800 12,317   2. 清掃費手数料 △2,800

金剛峯寺臨時駐車場警備負担金                       　△700

23,754 △878

19,850   1. 観光費負担金 △700

計 22,876

  2. 商工費負担金 20,550 △700

  1. 民生費負担金 1,853 △178 1,675   1. 老人福祉費負担金 △178 入所者及び義務者負担金                             　△178

農地・農業用施設 △30 農地・農業用施設災害復旧費分担金                    　△30  1.

309 △30 279

災害復旧費分担金

262 33,761

△30

33,499

  2. 災害復旧費分担金 2151

  1. 森林環境譲与税 262 森林環境譲与税                                       　262森林環境譲与税 33,499 262 33,761

節

  1.

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額



- 13 -

623,341 △1,174計 622,167

（款）  15. 国庫支出金 （項）   1. 国庫負担金 （単位：千円）

- 13 -

  6. 商工費国庫補助金 5,560 △220 5,340   1. 商工費国庫補助金 △220 観光地の「まちあるき」の満足度向上事業国庫補助金   　△220

助金

住宅・建築物耐震改修等事業国庫補助金               　△434

改修等事業国庫補

188,255   1. 住宅・建築物耐震 △434  4. 土木費国庫補助金 188,689 △434

保育士等処遇改善臨時特例交付金                       　247

助金

  2. 児童福祉費国庫補 247

助金

個人番号カード交付事業費補助金                       　726

  2. 民生費国庫補助金 110,834 △1,246 109,588   1. 社会福祉費国庫補 △1,493 地域生活支援事業費等国庫補助金                   　△1,493

（款）  15. 国庫支出金 （項）   2. 国庫補助金

  1. 総務費国庫補助金 138,514 726 139,240   1. 総務費国庫補助金 726

104,950 △298計 104,652

公共土木施設災害復旧費国庫負担金                   　△830

復旧費国庫負担金

11,843   1. 公共土木施設災害 △830  3. 災害復旧費国庫負担金 12,673 △830

  3. 民生費国庫負担金 △523 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金               　△523

養育医療費国庫負担金                                 　230

担金 障害児自立支援給付費国庫負担金                       　825

金　　額

  1. 民生費国庫負担金 71,074 532 71,606   1. 社会福祉費国庫負 1,055

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分



介護保険低所得者利用者負担対策事業県補助金           　△8

補助金

  3. 介護保険事業費県 △8

金 地域生活支援事業費等県補助金                       　△599

  2. 民生費県補助金 13,183 △696 12,487   1. 社会福祉費県補助 △688 重度心身障害児者医療費県補助金                      　△89

189,357

  6. 民生費県負担金 △261 介護保険低所得者保険料軽減県費負担金               　△261

養育医療費県負担金                                   　115

障害児自立支援給付費県負担金                         　413

349 障害者医療費県負担金                               　△179

金

地籍調査県負担金 △18,952 地籍調査県負担金                                　△18,952

  2. 民生費県負担金 56,415 88 56,503   1. 社会福祉費県負担

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

（款）  16. 県支出金 （項）   1. 県負担金 （単位：千円）

  4. 農林業費県補助金 10,599 △449 10,150   1. 農業費県補助金 △470 農業委員会県補助金                                   　124

狩猟免許取得支援事業県補助金                       　△104

鳥獣被害防止総合対策事業費補助金                   　△321

多面的機能支払推進交付金                           　△169

木造住宅耐震改修補助事業県補助金                   　△315

  2. 林業費県補助金 21 林業担い手社会保障制度等充実対策県補助金              　21

559   1. 木造住宅耐震改修 △315  5. 土木費県補助金 1,299 △740

補助事業県補助金

  2. 土木費県補助金 △425

  1. 総務費県負担金 151,806 △18,952 132,854

（款）  16. 県支出金

208,221 △18,864

- 14 -

補　正　第　９　号

計

  1.

（項）   2. 県補助金

- 14 -

わかやま防災パワーアップ補助金                     　△425



節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分

756   1. 農林業施設災害復 202

金　　額

  7. 災害復旧費県補助金 554 202

△13 奨学基金利子                                        　△13

農地・農業用施設災害復旧費県補助金                   　202

12,144 △2,103 10,041

  1. 利子及び配当金 4,243 △13 4,230   1. 利子及び配当金

5,500 △13 5,487

  1. 不動産売払収入 7,000 △7,000 0   1. 土地売払収入 △7,000 桜ヶ丘土地売払収入                               　△7,000

（款）  16. 県支出金 （項）   3. 県委託金

計

（款）  17. 財産収入 （項）   1. 財産運用収入

  1. 総務費県委託金 11,799 △2,103 9,696

（款）  16. 県支出金 （項）   2. 県補助金

  5. 選挙費県委託金 △2,103 衆議院議員総選挙委託金                           　△2,103

（単位：千円）

計 33,579 △1,683 31,896

旧費県補助金

計

（款）  17. 財産収入 （項）   2. 財産売払収入

計 7,000 △7,000 0

- 15 -

- 15 -



節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  2. 教育費寄附金 1 △1

141,676 △1

奨学基金寄附金                                       　△10   1. 奨学基金寄附金 △1

141,675

  1. 奨学基金繰入金 6,810 △2,010 奨学基金繰入金                                   　△2,0104,800   1. 奨学基金繰入金 △2,010

  2. 環境維持基金繰入金 4,000 △1,500 2,500   1. 環境維持基金繰入 △1,500

財政調整基金繰入金                             　△100,000

環境維持基金繰入金                               　△1,500

金

9,650   1. 財政調整基金繰入 △100,000  3. 財政調整基金繰入金 109,650 △100,000

金

  4. ふるさと応援寄附基金繰入 564,869 △7,890 556,979   1.

金

ふるさと応援寄附 △7,890 ふるさと応援寄附基金繰入金                       　△7,890

基金繰入金

  1. 奨学金貸付金元利収入 610 △200 奨学金貸付元金返還金                               　△200

685,520 △111,400 574,120

収入

410   1. 奨学金貸付金元利 △200

商工費貸付金元利収入 100,000 △100,000 0   1. △100,000 新型コロナウイルス対策しゃくなげ融資特別預託金回収金

預託金元利収入

  2.

                                               　△100,000

計

（款）  21. 諸収入 （項）   3. 貸付金元利収入

100,610 △100,200 410

商工制度資金貸付

計

- 16 -

- 16 -

補　正　第　９　号

（款）  18. 寄附金 （項）   1. 寄附金 （単位：千円）

計

（款）  19. 繰入金 （項）   2. 基金繰入金



目 補正前の額 補　正　額 計

（款）  21. 諸収入 （項）   4. 雑入

- 17 -

4,662   1. 消防退職基金受入

節

  5. 消防退職基金受入金 3,326 1,336

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

1,336 消防団員退職報償金                                 　1,336

金

  8. 地域包括支援センター事業 2,490 325

介護予防・日常生活支援サービス計画作成費             　153

2,815   1. 地域包括支援セン 325

保険取扱手数料                                      　△41

介護予防サービス・支援計画作成費                     　172

収入 ター事業収入

118,500   1. 雑入 2,021  9. 雑入 116,479 2,021

重度心身障害児（者）医療費扶助高額療養費返還金       　291

過疎対策事業債                                   　△3,700

135,501 3,682 139,183

23,100  22. 過疎対策事業債 △3,700  1. 総務債 26,800 △3,700

過疎対策事業債                                  　△17,600

  2. 民生債 19,500 △500 19,000   1. 過疎対策事業債 △500 過疎対策事業債                                     　△500

105,500   1. 過疎対策事業債 △17,600  3. 衛生債 123,200 △17,700

一般会計出資債                                     　△100  3. 一般会計出資債 △100

緊急防災・減災事業債                               　△200

  4. 商工債 11,000 △700 10,300   1. 過疎対策事業債 △700 過疎対策事業債                                     　△700

14,400   1. 緊急防災・減災事 △200  6. 消防債 14,600 △200

業債

  9. 災害復旧債 7,500 △800

復旧事業債

6,700   1. 公共土木施設災害 △500

（款）  22. 町債 （項）   1. 町債

- 17 -

公共土木施設災害復旧事業債                         　△500

（単位：千円）

計

和歌山県市町村振興協会市町村交付金                 　1,771



目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

- 18 -

  2. 農林業施設災害復 △300

節

- 18 -

補　正　第　９　号

915,130 △23,600 891,530

（款）  22. 町債 （項）   1. 町債 （単位：千円）

計

農林業施設災害復旧事業債                           　△300

旧事業債



３　　歳　出

計 118 54,22654,108

118 54,226

△96,490

  1.

  5. 財産管理費

目 補正前の額 補　正　額 計

議会費 54,108

- 19 -

（款）   1. 議会費 （項）   1. 議会費 （単位：千円）

- 19 -

1,457,649 △106,160計 △7,150

財政調整基金積立金（土地開発分）       　△7,000

1,351,489 △3,700 △95,310

△7,000 24. 積  立  金

所有権移転登記委託料                      　△75△75  12. 委  託  料 △75234 △7,000 16. 桜ヶ丘管理費 7,309 △7,075

感染予防対策用検査及びワクチン接種手数料 　△196

小動物焼却処分手数料                      　△60 11. 役  務  費 △256△256  8. 支所費 55,320 △256 55,064

及び交付金

△1,800 定住促進補助金                           　△800

移住奨励空き家活用事業補助金           　△1,000

 18. 負担金、補助

 12. 委  託  料 △216 デマンドタクシー運行委託料               　△150

小型浄水装置保守点検委託料                　△66

△323 費用弁償                                  　△47

普通旅費                                 　△276

△150 1,511   8. 旅    　費

森林環境譲与税基金積立金                 　3,234

  7. 地域振興費 78,778 △2,339 76,439 △3,700

 24. 積  立  金 △96,766 財政調整基金積立金                   　△100,000

（款）   2. 総務費 （項）   1. 総務管理費

△96,490  10. 需  用  費 276 修繕料                                     　276696,220 599,730

会議録作成委託料                           　118

118

118  12. 委  託  料 118

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他



17,535 330 17,865 726

目 補正前の額

  1. 戸籍住民基本 17,535

補　正　額 計

330

台帳費

- 20 -

（款）   2. 総務費 （項）   3. 戸籍住民基本台帳費 （単位：千円）

計

17,865 726

計 5,010 △2,103

補　正　第　９　号

△4 機器等保守点検委託料                       　△4

7,113 △2,103

折込手数料                                 　△3

 12. 委  託  料

△22 郵送料                                     　△9

クリーニング料                            　△10

- 20 -

 11. 役  務  費

 10. 需  用  費 △68 食糧費                                    　△68

開票事務従事者手当                       　△392

投票事務従事者手当                       　△414

会計年度任用職員報酬                     　△176

  3. 職員手当等 △1,163 時間外勤務手当                           　△357

期日前投票立会人報酬                     　△423

△846 期日前投票管理者報酬                     　△247

選挙費

報  　  酬  1.△2,103 4,797 △2,103  2. 衆議院議員総 6,900

（款）   2. 総務費 （項）   4. 選挙費

△396

及び交付金

戸籍システム符号関連作業委託料           　△396

 18. 負担金、補助 726 マイナンバー関連市町村負担金               　726

委  託  料 △396△396  12.

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他



216,737 △27,440 189,297 △18,952

589 △203 386

- 21 -

養育医療給付費                             　555

身体障害児者日常生活用具給付貸付給付金   　△986

障害者自立支援給付費                     　2,924

重度心身障害児者医療費扶助費               　148

更生医療給付費                           　△684

 19. 扶  助  費 4,025

及び交付金

 12. 委  託  料 地域生活支援事業委託料                 　△1,010

 18. 負担金、補助 420 外出支援助成金                             　420

（款）   3. 民生費 （項）   1. 社会福祉費

△1,010

重度心身障害者医療審査手数料              　△188,169  11. 役  務  費 △18

- 21 -

（款）   2. 総務費 （項）   5. 統計調査費 （単位：千円）

計

目 補正前の額 補　正　額 計

  1. 指定統計調査

地籍調査事業委託料                    　△27,237

△8,488

  1. 社会福祉総務 274,292 7,683 281,975 △777 291

費

△8,285  12. 委  託  料 △27,237188,911 △18,952  2. 地籍調査費 216,148 △27,237

借料

 11. 役  務  費 △38 郵送料                                    　△38

 13. 使用料及び賃 △19 有料道路通行料及び駐車料                  　△19

時間外勤務手当                            　△20

  8. 旅    　費 △37 普通旅費                                  　△37

  3. 職員手当等 △20

費 調査員報酬                                　△54

区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源

  1. 報  　  酬 △89 会計年度任用職員報酬                      　△35

そ　の　他

△203



263

金

 23. 投資及び出資 △100 水道事業会計出資金                       　△100

筒香地区水道工事特別分担金                 　263 18.

 18.

△120  12.

及び交付金

及び交付金

負担金、補助 263263180,645 △100  1. 上水道施設費 180,482 163

567,048 △1,569 △796568,695 △1,647 500 218

主任介護支援専門員研修会負担金            　△70

センター職員課題別研修会負担金            　△64負担金、補助 △134

14 介護予防サービス計画作成委託料              　14

センター費

委  託  料△120 502

 27. 繰  出  金 △3,490 介護保険会計繰出金                     　△3,490

老人ホーム入所扶助費                   　△5,500 19. 扶  助  費 △5,500

委  託  料 △220 生きがい活動支援通所事業委託料           　△220

費

△8,845  12.

4,266 国民健康保険会計繰出金                   　4,266

  2. 老人福祉総務 259,483 △9,210 250,273 △792 500 △73

障害児自立支援給付費                     　2,068

 27. 繰  出  金

- 22 -

節
特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

目 補正前の額 補　正　額 計

  6. 地域包括支援 622

（単位：千円）

245,645

補　正　額　の　財　源　内　訳

△100

計

（款）   3. 民生費 （項）   1. 社会福祉費

163

（款）   4. 衛生費 （項）   4. 上下水道費

- 22 -

補　正　第　９　号

計 245,482



目 補正前の額 補　正　額 計

  1. 農業委員会費 9,680 △335 9,345 124

地 方 債 そ　の　他

特　　定　　財　　源

国県支出金

25,796 △3,221 22,575 21

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

△459

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額

  8. 旅    　費 △335 普通旅費                                 　△157

費用弁償                                 　△178

  6. 鳥獣対策費 5,574 △1,421 4,153 △425 △411 △585   1. 報  　  酬 △320 高野町鳥獣被害対策実施隊報酬             　△320

 18. 負担金、補助 △1,101 防護柵等設置支援事業補助金               　△265

及び交付金 狩猟免許取得支援事業補助金               　△104

鳥獣被害防止総合対策事業補助金           　△732

△301 △41132,006 △1,756

13,113 21

30,250

  2. 林業振興費 16,134 △3,021

消耗品費                                    　77

  8. 旅    　費 △184 普通旅費                                 　△184△3,042

 10. 需  用  費 77

委  託  料 △2,958 モク・ファーストトイ業務委託料            　△42 12.

地元木材活用業務委託料                    　△64

高野町森林経営管理集積計画作成業務委託料 　△752

高野町森林経営管理事業委託料           　△2,100

 18. 負担金、補助 44 林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金  　44

及び交付金

  3. 林道維持費 4,872 △200 4,672 △200  12. 委  託  料 △200

（款）   6. 農林業費 （項）   2. 林業費

計

- 23 -

△3,242

草刈り業務委託料                         　△200

（款）   6. 農林業費 （項）   1. 農業費 （単位：千円）

計 △1,044

- 23 -



目 補正前の額 補　正　額 計

商工総務費 36 △3 33  1.

  2. 商工振興費 313,989 △105,360 208,629 △99,960

157,416 △220 △700 △5,920  3. 観光費 168,716 △11,300

そ　の　他

△3

地 方 債

新型コロナウイルス対策印刷製本費         　△500

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金

県企業立地協議会負担金                     　△3

△5,400  10. 需  用  費

及び交付金

負担金、補助 △3

△500

 18.

 11.

 12. 委  託  料 1,188

役  務  費 △648 新型コロナウイルス対策駐車場警備手数料   　△648

負担金、補助 △5,400

新型コロナウイルス対策プレミアム商品券業務委託料

                                         　1,188

新型コロナウイルス対策しゃくなげ融資利子補給金 18.

及び交付金                                        　△1,000

新型コロナウイルス対策しゃくなげ融資信用保証料補

給金                                   　△4,400

 20. 貸  付  金 △100,000 新型コロナウイルス対策しゃくなげ融資特別預託金

日直手当                                 　△500

                                     　△100,000

△4,460   3. 職員手当等 △740

イベント等従事者時間外勤務手当           　△240

  7. 報  償  費 △120 謝礼金                                   　△120

普通旅費                                 　△600  8. 旅    　費 △600

需  用  費 △3,000 印刷製本費                             　△3,000 10.

 11. 役  務  費 △1,840 駐車場警備手数料                       　△1,400

ＷｉＦｉ整備手数料                       　△440

（単位：千円）

- 24 -

アクセスバス運行協議会負担金           　△1,000及び交付金

 18. 負担金、補助 △5,000 ローソク祭補助金                       　△1,300

（款）   7. 商工費 （項）   1. 商工費

- 24 -

補　正　第　９　号



目 補正前の額 補　正　額 計

  3. 観光費

△180  4. 高野山森林公 11,236

区　　分 金　　額国県支出金

- 25 -

地 方 債 そ　の　他

高野山柔道大会補助金                   　△2,700

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源

11,056 △180  12. 委  託  料

△10,043

△180 公園管理委託料                           　△180

園管理費

△220 △700 △105,880

燃料費                                   　△500△500  1. 道路維持費 72,664 △500 72,164  10. 需  用  費 △500

91,938 △1,100  2. 道路新設改良 93,038 △1,100  21. 補償、補填及△1,100 電柱移転補償費                           　△600

費 立木補償費                               　△500び賠償金

  4. 橋梁新設改良 93,780 3,300 97,080 3,300  12. 委  託  料 3,300

費

△30

測量設計委託料                           　3,300

1,700

  1. 都市計画総務 4,096 △1,899  12. 委  託  料△7252,197 △1,174 耐震補強設計審査委託料                    　△30

費

 18. 負担金、補助 △1,869 木造住宅耐震改修事業費補助金           　△1,019

ブロック塀除去改修補助金                 　△850及び交付金

  4. 都市環境整備 23,730 △1,500 22,230 △1,500  18. 負担金、補助 △1,500 修景整備補助金                         　△1,500

事業費

- 25 -

及び交付金

（款）   8. 土木費 （項）   2. 道路橋梁費

計

（款）   8. 土木費 （項）   4. 都市計画費

259,982 1,700 261,682

（款）   7. 商工費 （項）   1. 商工費 （単位：千円）

計 493,977 △116,843 377,134



補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

△1,174 △1,50028,458 △3,399

  1. 常備消防費 186,210 1,703 187,913 1,703   8. 旅    　費 △111 普通旅費                                  　△85

特別旅費                                  　△26

983 職員被服費                                 　983 10. 需  用  費

 12. 委  託  料 △272 職員研修委託料                           　△272

 17. 備品購入費 1,136 消防職員防火服購入費                     　1,136

 18. 負担金、補助 △33 消防学校入校負担金                        　△33

及び交付金

  2. 非常備消防費 30,675 1,065 31,740 1,336 △271   1. 報  　  酬 △144 訓練手当                                 　△122

技術手当                                  　△22

  7. 報  償  費 1,311 退団報償金                               　1,336

優良団員報償金                            　△25

  8. 旅    　費 △8 費用弁償                                   　△8

 10. 需  用  費 △20 食糧費                                    　△20

役  務  費 2 11.

 18. 負担金、補助

車検代行手数料等                             　2

（款）   9. 消防費 （項）   1. 消防費

△80

- 26 -

及び交付金

伊都地域消防協会幹部研修負担金            　△80

（款）   8. 土木費 （項）   4. 都市計画費 （単位：千円）

計 △72525,059
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補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  2. 非常備消防費 自動車重量税                                 　4 26. 公  課  費 4

  3. 消防施設費 14,885 △236 14,649 △200 仮眠室改修工事                           　△236△36  14. 工事請負費 △236

△200 1,336231,770 2,532

  1. 教育委員会費 2,287 △464 1,823 △464   8. 旅    　費 △164 費用弁償                                  　△60

普通旅費                                 　△104

会議録作成委託料                         　△300

△650

 12. 委  託  料 △300

39,734 △722 △834  3. 教育諸費 41,106 △1,372  12. 委  託  料 外国語活動・外国語教育充実事業委託料     　△834

 13. 使用料及び賃 △450 保守ライセンス等延長使用料               　△450

借料

 17. 備品購入費 112 外国語活動・外国語教育充実事業に係る備品購入費

                                           　112

 18. 負担金、補助 △200 大会誘致負担金                           　△200

及び交付金

  4. 奨学金費 7,458 △2,223 5,235 △2,224 1  20. 貸  付  金 △2,010 奨学貸付金                             　△2,010

奨学基金積立金                           　△213 24. 積  立  金 △213

△2,946820,100 △4,059

（款）  10. 教育費 （項）   1. 教育総務費

計

- 27 -

△1,113816,041

（款）   9. 消防費 （項）   1. 消防費 （単位：千円）

計 1,396234,302

- 27 -



補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  1. 小学校管理費 22,517 △820 21,697 △820  13. 使用料及び賃 △820 自動車借上料                             　△820

借料

5,173 △100 △100  2. 教育振興費 5,373 △200  18. 負担金、補助△100 義務教育無償化修学旅行費等補助金         　△100

及び交付金

要保護及び準要保護児童生徒援助費         　△100 19. 扶  助  費 △100

△10027,890 △1,020

  1. 中学校管理費 10,622 42 10,664 電信料                                      　4242  11. 役  務  費 42

 18. 負担金、補助 △299  2. 教育振興費 5,349 △538 4,811 △299 △239

義務教育無償化修学旅行費等補助金         　△100

善通寺市交流補助金                       　△199

及び交付金

 19. 扶  助  費 △239 要保護及び準要保護児童生徒援助費         　△100

16,125 △496

特別支援教育就学奨励費                   　△139

15,629 △299

  1. 社会教育総務 16,247 △596 15,651 △596  18. 負担金、補助 △596 伊都地方社会教育委員研修会分担金          　△26

費 及び交付金 高野町連合婦人会補助金                   　△420

- 28 -

人権学習補助金                           　△150

（款）  10. 教育費 （項）   3. 中学校費

計

（款）  10. 教育費 （項）   4. 社会教育費

△197

（款）  10. 教育費 （項）   2. 小学校費 （単位：千円）

計 △92026,870
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補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  3. 社会体育費 3,267 △897 2,370 △400 △497  12. 委  託  料 △197 テニスコートライン設置委託料             　△197

 18. 負担金、補助 △700

善通寺交流補助金                         　△400

ウォーキングイベント関係補助金           　△300

及び交付金

114 △400  4. 総合レクセン 514 △400  10. 需  用  費△400 光熱水費                                 　△400

ター費

  7. 高野山学推進 1,458 △156 1,302 △48   7. 報  償  費 △156 謝礼金及び報償費                         　△156

事業費

△108

△200

△508 △1,541

  1. 保健体育総務 2,171 △300   1. 報  　  酬△3001,871 学校医報酬                                　△60

費 学校歯科医報酬                            　△80

学校薬剤師報酬                            　△60

児童生徒及び教職員健康診断委託料         　△100

△300

 12. 委  託  料 △100

16,694 △300 △80  1. 文化財管理費 17,324 △630   1. 報  　  酬△330 史跡金剛峯寺境内（奥院地区）大名墓総合調査委員報

- 29 -

酬                                        　△80

（款）  10. 教育費 （項）   5. 保健体育費

計

（款）  10. 教育費 （項）   6. 文化財費

40,874 △300 40,574

（款）  10. 教育費 （項）   4. 社会教育費 （単位：千円）

計 35,171 △2,049 33,122

- 29 -



補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  8. 旅    　費 △230 普通旅費                                 　△230

 18. 負担金、補助 △320 天狗の舞保存会補助金                     　△150

及び交付金 鬼もみ太鼓補助金                         　△150

各種大会参加補助金                        　△20

  2. 参詣道保存管 5,008 △129 4,879 △129  12. 委  託  料 △129 高野・熊野参詣道保守点検委託料           　△129

理費

22,518 △759 21,759 △300 △459

△119  14. 工事請負費 △247780 202 △300 △30  1. 農地・農業用 1,027 △247 現年農地災害復旧工事費                   　△247

施設災害復旧

費

1,029 △247 782 202 △300 △30 △119

工事請負費13018,402 △830 △500 △1,200

計

（款）  11. 災害復旧費 （項）   2. 公共土木施設災害復旧費

  1. 災害復旧費 19,602 △1,200  14.

19,602 △1,200 18,402計

現年発生災害復旧工事（補助）           　△1,200

△830 △500 130

- 30 -
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（款）  10. 教育費 （項）   6. 文化財費 （単位：千円）

計

（款）  11. 災害復旧費 （項）   1. 農林業施設災害復旧費



補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

1,756  1. 予備費 30,334 1,756 32,090

1,756計

- 31 -

30,334 1,756 32,090

- 31 -

（款）  14. 予備費 （項）   1. 予備費 （単位：千円）
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