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第 １ 表　　　  歳  入  歳  出　予  算  補  正　（第　４　号）
歳　入 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

２，１１３，７８４

  1. 地方交付税 １，８１０，０００ ３０３，７８４ ２，１１３，７８４

 11. 地方交付税 １，８１０，０００ ３０３，７８４

５５４，０８３

  2. 国庫補助金 ３６５，９９６ ８７，２５３ ４５３，２４９

 15. 国庫支出金 ４６６，８３０ ８７，２５３

７０，７３１

  1. 寄附金 ６８，７３１ ２，０００ ７０，７３１

 18. 寄附金 ６８，７３１ ２，０００

６９６，０８３

  2. 基金繰入金 ７１１，４１８ △１７，３３５ ６９４，０８３

 19. 繰入金 ７１３，４１８ △１７，３３５

１２７，４４０

  1. 繰越金 ２２，５００ １０４，９４０ １２７，４４０

 20. 繰越金 ２２，５００ １０４，９４０

２１４，９２４

  4. 雑入 １１１，２８３ ２，８２８ １１４，１１１

 21. 諸収入 ２１２，０９６ ２，８２８

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  分 ８９４，３２５ ８９４，３２５

歳                 入                 合                 計 ５，２００，６００ ４６１，２００ ５，６６１，８００

９９０，４３０

  1. 町債 １，０１２，７００ △２２，２７０ ９９０，４３０

 22. 町債 １，０１２，７００ △２２，２７０
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歳　出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

５４，３８８

  1. 議会費 ５５，０２１ △６３３ ５４，３８８

  1. 議会費 ５５，０２１ △６３３

  2. 徴税費

１，６１４，８３６

  1. 総務管理費 ９６５，７２５ ３８３，７４１ １，３４９，４６６

  2. 総務費 １，２３５，９１３ ３７８，９２３

２４，４７１ △９０２ ２３，５６９

  3. 戸籍住民基本台帳費 １４，９８９ ３６７ １５，３５６

  5. 統計調査費 ２２３，３０５ △４，２８３

  1. 社会福祉費

２１９，０２２

  3. 民生費 ６４２，５３０ １７，３１２ ６５９，８４２

４９２，２３３ １３，１９１ ５０５，４２４

  2. 児童福祉費 １５０，２４５

  1. 保健衛生費

４，１２１ １５４，３６６

  4. 衛生費 ７０８，０３２ ６，３５８ ７１４，３９０

２８４，８６７ ３，７７８ ２８８，６４５

  3. 清掃費 １７０，８６４

  1. 農業費

２，５８０ １７３，４４４

  6. 農林業費 ６９，０３０ △７６７ ６８，２６３

３４，３７９ △９７５ ３３，４０４

  2. 林業費 ３４，６５１
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２０８ ３４，８５９

  7. 商工費 ４８８，９８３ ３，７４１ ４９２，７２４
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（単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

  1. 土木管理費

４９２，７２４

  8. 土木費 ４６２，４２９ ４，９４３ ４６７，３７２

  1. 商工費 ４８８，９８３ ３，７４１

３８，５９５ ５４７ ３９，１４２

  2. 道路橋梁費 ２３０，９１８ ４，６０２ ２３５，５２０

  5. 住宅費 １６１，７７９ △２０６

  1. 消防費

１６１，５７３

  9. 消防費 ２２５，６８１ △４８２ ２２５，１９９

  1. 教育総務費

２２５，６８１ △４８２ ２２５，１９９

 10. 教育費 ９１４，４２３ ５１，７０１ ９６６，１２４

７６２，３０３ ５８，２５０ ８２０，５５３

  4. 社会教育費 ３８，３５１

２２，５４５

 14. 予備費 ２８，４４１ １０４ ２８，５４５

△３，２４３ ３５，１０８

  6. 文化財費 ２５，８５１ △３，３０６

２８，４４１ １０４ ２８，５４５

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  分 ３７０，１１７ ３７０，１１７

  1. 予備費

歳                 出                 合                 計 ５，２００，６００ ４６１，２００ ５，６６１，８００
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款 補 正 前 の 額 補　正　額 計
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歳　入　歳　出　補  正  予　算　事　項　別　明　細　書　（第　４　号）
１  総　括

（歳　入） （単位：千円）

３７０，６４７

  2. 地方譲与税 ６７，４９９ ０ ６７，４９９

  1. 町税 ３７０，６４７ ０

５００

  4. 配当割交付金 ２，０００ ０ ２，０００

  3. 利子割交付金 ５００ ０

１，９００

  6. 法人事業税交付金 ３，６１０ ０ ３，６１０

  5. 株式等譲渡所得割交付金 １，９００ ０

７３，６００

  8. ゴルフ場利用税交付金 ２，７００ ０ ２，７００

  7. 地方消費税交付金 ７３，６００ ０

４，０２４

 10. 地方特例交付金 １，５００ ０ １，５００

  9. 環境性能割交付金 ４，０２４ ０

２，１１３，７８４

 12. 交通安全対策特別交付金 ５００ ０ ５００

 11. 地方交付税 １，８１０，０００ ３０３，７８４

２４，０１２

 14. 使用料及び手数料 ７５，３１５ ０ ７５，３１５

 13. 分担金及び負担金 ２４，０１２ ０

５５４，０８３

 16. 県支出金 ２５４，０１８ ０ ２５４，０１８

 15. 国庫支出金 ４６６，８３０ ８７，２５３

１２，５００ 17. 財産収入 １２，５００ ０
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款 補 正 前 の 額 補　正　額 計
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（単位：千円）

７０，７３１

 19. 繰入金 ７１３，４１８ △１７，３３５ ６９６，０８３

 18. 寄附金 ６８，７３１ ２，０００

１２７，４４０

 21. 諸収入 ２１２，０９６ ２，８２８ ２１４，９２４

 20. 繰越金 ２２，５００ １０４，９４０
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９９０，４３０

歳          入          合          計 ５，２００，６００ ４６１，２００ ５，６６１，８００

 22. 町債 １，０１２，７００ △２２，２７０
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（歳　出） （単位：千円）

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 ５５，０２１ △６３３ ５４，３８８ △６３３

  2. 総務費 １，２３５，９１３ ３７８，９２３ １，６１４，８３６ △５１８ ３７９，４４１

  3. 民生費 ６４２，５３０ １７，３１２ ６５９，８４２ ３３ １７，２７９

１，２３２ ５，１２６

  5. 労働費 ２ ０ ２

  4. 衛生費 ７０８，０３２ ６，３５８ ７１４，３９０

  6. 農林業費 ６９，０３０ △７６７ ６８，２６３ △７６７

  7. 商工費 ４８８，９８３ ３，７４１ ４９２，７２４ １，９９０ １，７５１

４，９４３

  9. 消防費 ２２５，６８１ △４８２ ２２５，１９９

  8. 土木費 ４６２，４２９ ４，９４３ ４６７，３７２

△４８２

 10. 教育費 ９１４，４２３ ５１，７０１ ９６６，１２４ ８５，２６３ △２３，４８５ △１０，０７７

 11. 災害復旧費 １９，６０５ ０ １９，６０５

 13. 諸支出金 １ ０ １

 12. 公債費 ３５０，５０９ ０ ３５０，５０９

 14. 予備費 ２８，４４１ １０４ ２８，５４５
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１０４

歳    出    合    計 ５，２００，６００ ４６１，２００ ５，６６１，８００ ８７，２５３ △２２，７３８ ３９６，６８５
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２　　歳　入

（款）  11. 地方交付税 （項）   1. 地方交付税 （単位：千円）

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 地方交付税 1,810,000 303,784 2,113,784   1. 地方交付税 303,784 普通交付税                                       　303,784

計 1,810,000 303,784 2,113,784

（款）  15. 国庫支出金 （項）   2. 国庫補助金

  5. 教育費国庫補助金 11 85,263 85,274   1. 教育費国庫補助金 85,263 学校保健特別対策事業費国庫補助金                   　1,278

学校施設環境改善交付金                            　83,985

商工費国庫補助金 1,990 既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業補助金       　1,990

計 365,996 87,253 453,249

  6. 商工費国庫補助金 3,570 1,990 5,560   1.

（款）  18. 寄附金 （項）   1. 寄附金

  4. ふるさと寄附金 51,500 2,000 53,500   2. 企業版ふるさと納 2,000 企業版ふるさと納税寄附金                           　2,000

税寄附金

計 68,731 2,000 70,731

（款）  19. 繰入金 （項）   2. 基金繰入金

  3. 財政調整基金繰入金 101,500 8,150 109,650   1. 財政調整基金繰入 8,150 財政調整基金（旧紀伊丹生川ダム地域振興分）繰入金   　8,150

金
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（款）  19. 繰入金 （項）   2. 基金繰入金 （単位：千円）

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  4. ふるさと応援寄附基金繰入 598,917 △25,485 573,432   1. ふるさと応援寄附 △25,485 ふるさと応援寄附基金繰入金                      　△25,485

金 基金繰入金

計 711,418 △17,335 694,083

（款）  20. 繰越金 （項）   1. 繰越金

  1. 繰越金 22,500 104,940 127,440   1. 前年度繰越金 104,940 前年度繰越金                                     　104,940

計 22,500 104,940 127,440

（款）  21. 諸収入 （項）   4. 雑入

  7. 過年度収入 1 2,104 2,105   1. 過年度収入 2,104 乳幼児医療費県補助金精算金                            　18

児童手当県負担金精算金                                 　7

児童手当国庫負担金精算金                              　30

障害者自立支援給付費国庫負担金精算金               　1,325

障害者自立支援給付費県負担金精算金                   　662

ひとり親医療費県補助金精算金                          　62

雑入 724 防災無線蓄電池交換積立金返還金                     　2,328  9. 雑入 95,103 724 95,827   1.

保険取扱手数料                                      　△23

町外児童保育受託費                                    　33

高齢者の保健事業と介護予防の一体的化事業受託料   　△1,614

補　正　第　４　号
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計 111,283 2,828 114,111



節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 11 -

（款）  22. 町債 （項）   1. 町債 （単位：千円）

- 11 -

臨時財政対策債 △22,270 臨時財政対策債                                  　△22,270

計 1,012,700 △22,270 990,430

  8. 臨時財政対策債 100,000 △22,270 77,730   1.



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

- 12 -

３　　歳　出

（款）   1. 議会費 （項）   1. 議会費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額

職員給料                                    　59△633   2. 給    　料 59  1. 議会費 55,021 △633 54,388

寒冷地手当                                  　20

扶養手当                                 　△378  3. 職員手当等 △692

通勤手当                                 　△165

期末勤勉手当                              　△49

（款）   2. 総務費 （項）   1. 総務管理費

  1. 一般管理費 182,435 7,668 190,103

児童手当                                 　△120

計 55,021 △633 54,388 △633

6,335 職員給料                                 　6,3357,668   2. 給    　料

住居手当                                    　39

  3. 職員手当等 1,629 扶養手当                                 　△216

寒冷地手当                                  　40

児童手当                                 　△280

  4. 共  済  費 △296 職員共済組合納付金                       　△296

期末勤勉手当                             　2,046

 17. 備品購入費 50 ICカードシステムスターターセット購入費      　50

  4. 会計管理費 20,300 △1,892 18,408

例規集関係維持委託料                     　1,012

  3. 財政管理費 2,380 50 2,430 50

1,012  12. 委  託  料 1,012  2. 文書広報費 7,655 1,012 8,667

会計年度任用職員報酬                     　1,715△1,892   1. 報  　  酬 1,715

職員給料                               　△2,621

補　正　第　４　号
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  2. 給    　料 △2,621



説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源
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（款）   2. 総務費 （項）   1. 総務管理費 （単位：千円）

寒冷地手当                                　△19  3. 職員手当等 △631  4. 会計管理費

会計年度任用職員期末手当                   　360

期末勤勉手当                             　△972

職員共済組合納付金                       　△766  4. 共  済  費 △355

財政調整基金積立金                     　386,400

  6. 企画費 66,255 871 67,126 871

386,400  24. 積  立  金 386,400

会計年度任用職員法定福利費                 　411

  5. 財産管理費 170,571 386,400 556,971

  3. 職員手当等 453 扶養手当                                   　256

  2. 給    　料 418 職員給料                                   　418

住居手当                                 　△343

期末勤勉手当                               　154

児童手当                                   　320

職員給料                               　△6,263△6,489   2. 給    　料 △6,263

通勤手当                                    　66

  7. 地域振興費 148,624 △6,489 142,135

住居手当                                 　△240  3. 職員手当等 △2,476

期末勤勉手当                           　△2,082

寒冷地手当                                　△34

  4. 共  済  費 △1,750 職員共済組合納付金                     　△1,750

通勤手当                                 　△120

 18. 負担金、補助 4,000 移住奨励空き家活用事業補助金             　4,000

  8. 支所費 61,154 △3,268 57,886 △2,846 △422

及び交付金

  3. 職員手当等 △307 扶養手当                                   　300

  2. 給    　料 △2,120 職員給料                               　△2,120
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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
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（款）   2. 総務費 （項）   1. 総務管理費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額

住居手当                                 　△179

寒冷地手当                                 　△6

児童手当                                   　180

通勤手当                                   　212

期末勤勉手当                             　△814

職員共済組合納付金                       　△841

 12. 防災諸費 42,187 △611 41,576 2,328 △2,939

  4. 共  済  費 △841

  2. 給    　料 △1,705 職員給料                               　△1,705

  1. 報  　  酬 1,439 会計年度任用職員報酬                     　1,439

  3. 職員手当等 △157 扶養手当                                    　36

住居手当                                  　△82

寒冷地手当                                  　20

児童手当                                  　△60

通勤手当                                 　△310

期末勤勉手当                             　△362

  4. 共  済  費 △212 職員共済組合納付金                       　△512

会計年度任用職員期末手当                   　601

会計年度任用職員法定福利費                 　300

（款）   2. 総務費 （項）   2. 徴税費

  1. 税務総務費 22,064 △902 21,162

会計年度任用職員費用弁償                    　24

計 965,725 383,741 1,349,466 △518 384,259

  8. 旅    　費 24

△132 職員給料                                 　△132

補　正　第　４　号
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△902   2. 給    　料



説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

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

- 15 -

（款）   2. 総務費 （項）   2. 徴税費 （単位：千円）

管理職手当                               　△720  3. 職員手当等 △770  1. 税務総務費

（款）   2. 総務費 （項）   3. 戸籍住民基本台帳費

  1. 戸籍住民基本 14,989 367 15,356

△902

期末勤勉手当                              　△50

計 24,471 △902 23,569

367   2. 給    　料 273 職員給料                                   　273

台帳費

（款）   2. 総務費 （項）   5. 統計調査費

  2. 地籍調査費 222,716 △4,283 218,433

期末勤勉手当                                　94

計 14,989 367 15,356 367

  3. 職員手当等 94

△2,075 職員給料                               　△2,075△4,283   2. 給    　料

児童手当                                 　△140

  3. 職員手当等 △1,440 扶養手当                                 　△318

期末勤勉手当                             　△836

寒冷地手当                                  　20

通勤手当                                 　△166

△4,283計 223,305 △4,283 219,022

  4. 共  済  費 △768 職員共済組合納付金                       　△768

- 15 -



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

- 16 -

（款）   3. 民生費 （項）   1. 社会福祉費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額

職員給料                                 　5,070

費

9,892   2. 給    　料 5,070  1. 社会福祉総務 200,617 9,892 210,509

扶養手当                                    　60  3. 職員手当等 2,302

児童手当                                 　△120

住居手当                                   　318

期末勤勉手当                             　1,872

寒冷地手当                                 　△7

  4. 共  済  費 1,793 職員共済組合納付金                       　1,793

通勤手当                                   　179

 22. 償還金、利子 727 重心医療費補助金返還金                      　83

障害児施設給付費等県負担金返還金            　54及び割引料

養育医療国庫負担金返還金                     　4

障害者医療費県負担金返還金                   　8

障害者医療費国庫負担金返還金               　466

障害児施設給付費等国庫負担金返還金         　107

地域生活支援事業費県補助金返還金             　3

  2. 老人福祉総務 260,257 33 260,290 33

養育医療県負担金返還金                       　2

                                            　33

  3. 国民年金事務 7,991 2,215 10,206 2,215

及び割引料

 22. 償還金、利子 33 介護保険低所得者利用者負担対策事業県補助金返還金

費

  3. 職員手当等 606 住居手当                                   　240

  2. 給    　料 1,609 職員給料                                 　1,609

取扱費

寒冷地手当                                  　20

修繕料                                     　990

活福祉センタ

1,051  10. 需  用  費 990

期末勤勉手当                               　346

  5. 富貴高齢者生 11,750 1,051 12,801

特殊建物定期報告委託料                      　61

補　正　第　４　号
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 12. 委  託  料 61ー費



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

- 17 -

（款）   3. 民生費 （項）   1. 社会福祉費 （単位：千円）

13,191計 492,233 13,191 505,424

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

3,700   2. 給    　料 2,023 職員給料                                 　2,023

費

（款）   3. 民生費 （項）   2. 児童福祉費

  1. 児童福祉総務 19,501 3,700 23,201

住居手当                                 　△240  3. 職員手当等 805

寒冷地手当                                　△20

児童手当                                    　30

通勤手当                                    　35

期末勤勉手当                             　1,000

職員共済組合納付金                         　565  4. 共  済  費 565

子育て世帯への臨時特例給付金給付事務費返還金 22. 償還金、利子 307

子どものための教育・保育給付県負担金返還金   　926  22. 償還金、利子 26

及び割引料                                            　307

  9. 町外保育所費 3,735 26 3,761

産前産後支援事業費国庫補助金返還金         　395

括支援センタ

395  22. 償還金、利子 395

及び割引料 子どものための教育・保育給付国庫負担金返還金　17

 10. 子育て世代包 1,322 395 1,717

計 150,245 4,121 154,366 4,121

及び割引料

ー事業費

- 17 -



説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

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

- 18 -

（款）   4. 衛生費 （項）   1. 保健衛生費 （単位：千円）

職員給料                                 　1,768

費

1,192 2,586   2. 給    　料 1,768  1. 保健衛生総務 24,520 3,778 28,298

扶養手当                                   　518  3. 職員手当等 1,594

児童手当                                   　540

住居手当                                 　△205

期末勤勉手当                               　764

寒冷地手当                                  　25

通勤手当                                  　△48

1,192 2,586計 284,867 3,778 288,645

  4. 共  済  費 416 職員共済組合納付金                         　416

3,039   2. 給    　料 2,091 職員給料                                 　2,091

（款）   4. 衛生費 （項）   3. 清掃費

  1. 清掃総務費 92,908 3,039 95,947

寒冷地手当                                  　20  3. 職員手当等 512

  4. 共  済  費 436 職員共済組合納付金                         　436

期末勤勉手当                               　492

職員給料                                 　△272△459   2. 給    　料 △272  2. 塵芥処理費 77,956 △459 77,497

期末勤勉手当                             　△105  3. 職員手当等 △156

  4. 共  済  費 △55 職員共済組合納付金                        　△55

通勤手当                                  　△51

補　正　第　４　号
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  8. 旅    　費 24 会計年度任用職員費用弁償                    　24



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

- 19 -

（款）   4. 衛生費 （項）   3. 清掃費 （単位：千円）

2,580計 170,864 2,580 173,444

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

△975   2. 給    　料 △577 職員給料                                 　△577

（款）   6. 農林業費 （項）   1. 農業費

  1. 農業委員会費 10,671 △975 9,696

扶養手当                                   　360  3. 職員手当等 655

期末勤勉手当                             　△160

児童手当                                   　420

  4. 共  済  費 △141 職員共済組合納付金                       　△141

通勤手当                                    　35

 13. 使用料及び賃 △912 大型図面コピー機賃借料                   　△648

（款）   6. 農林業費 （項）   2. 林業費

  1. 林業総務費 4,683 208 4,891

大型図面コピー機使用料                   　△264

計 34,379 △975 33,404 △975

借料

127 職員給料                                   　127208   2. 給    　料

 18. 負担金、補助 40 和歌山県治山林道協会助成金                  　40

  3. 職員手当等 41 期末勤勉手当                                　41

計 34,651 208 34,859 208

及び交付金

- 19 -



説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

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

- 20 -

（款）   7. 商工費 （項）   1. 商工費 （単位：千円）

職員給料                                 　1,8201,751   2. 給    　料 1,820  3. 観光費 173,262 3,741 177,003 1,990

扶養手当                                  　△18  3. 職員手当等 △502

児童手当                                 　△540

住居手当                                 　△300

期末勤勉手当                               　657

寒冷地手当                                  　28

  4. 共  済  費 282 職員共済組合納付金                         　282

通勤手当                                 　△329

  7. 報  償  費 60 謝礼金                                      　60

  8. 旅    　費 549 費用弁償                                   　549

 10. 需  用  費 432 印刷製本費                                 　432

 12. 委  託  料 1,100 インターネット配信委託料                 　1,100

（款）   8. 土木費 （項）   1. 土木管理費

  1. 土木総務費 38,595 547 39,142

1,751計 488,983 3,741 492,724 1,990

547   2. 給    　料 861 職員給料                                   　861

住居手当                                 　△100

扶養手当                                 　△102  3. 職員手当等 △314

期末勤勉手当                             　△239

寒冷地手当                                　△20

通勤手当                                   　147

補　正　第　４　号

- 20 -



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

- 21 -

（款）   8. 土木費 （項）   1. 土木管理費 （単位：千円）

547計 38,595 547 39,142

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

4,602   2. 給    　料 △2,173 職員給料                               　△2,173

（款）   8. 土木費 （項）   2. 道路橋梁費

  1. 道路維持費 61,318 4,602 65,920

寒冷地手当                                　△15  3. 職員手当等 △820

  4. 共  済  費 △555 職員共済組合納付金                       　△555

期末勤勉手当                             　△805

4,602計 230,918 4,602 235,520

 14. 工事請負費 8,150 町道筒香線交換条件工事                   　8,150

△206   2. 給    　料 43 職員給料                                    　43

（款）   8. 土木費 （項）   5. 住宅費

  1. 住宅管理費 15,779 △206 15,573

扶養手当                                 　△476  3. 職員手当等 △990

児童手当                                 　△330

住居手当                                 　△155

期末勤勉手当                              　△90

寒冷地手当                                　△25

 10. 需  用  費 540 修繕料                                     　540

通勤手当                                    　86
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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

- 22 -

（款）   8. 土木費 （項）   5. 住宅費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額

△206

及び割引料

計 161,779 △206 161,573

公営住宅使用料等過誤納付金還付金           　201 22. 償還金、利子 201

△655   2. 給    　料 244 職員給料                                   　244

（款）   9. 消防費 （項）   1. 消防費

  1. 常備消防費 189,452 △655 188,797

扶養手当                                    　53  3. 職員手当等 △899

寒冷地手当                                 　△2

住居手当                                 　△746

通勤手当                                 　△240

  2. 非常備消防費 31,197 173 31,370 173

期末勤勉手当                                　36

（款）  10. 教育費 （項）   1. 教育総務費

  2. 事務局費 82,424 △2,250 80,174

△482

 17. 備品購入費 173 新入団員制服購入費                         　173

計 225,681 △482 225,199

△2,250   2. 給    　料 △1,910 職員給料                               　△1,910

児童手当                                   　120

扶養手当                                  　△42  3. 職員手当等 △346

期末勤勉手当                             　△522

寒冷地手当                                   　6

通勤手当                                    　92

補　正　第　４　号
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説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

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

- 23 -

（款）  10. 教育費 （項）   1. 教育総務費 （単位：千円）

及び交付金

  5. 学びの交流拠 629,088 60,500 689,588 83,985

伊都・高野山ユネスコ協会会費                 　6 18. 負担金、補助 6  2. 事務局費

△23,485 △2,250計 762,303 58,250 820,553 83,985

建設工事費                              　60,500

点整備事業費

△23,485  14. 工事請負費 60,500

△4,050   1. 報  　  酬 905 会計年度任用職員報酬                       　905

費

（款）  10. 教育費 （項）   4. 社会教育費

  1. 社会教育総務 20,163 △4,050 16,113

職員給料                               　△3,001  2. 給    　料 △3,001

期末勤勉手当                           　△1,109  3. 職員手当等 △1,084

会計年度任用職員期末手当                   　215

通勤手当                                 　△190

会計年度任用職員法定福利費                  　10

職員共済組合納付金                       　△904  4. 共  済  費 △894

  2. 公民館費 12,664 5 12,669

  8. 旅    　費 24 会計年度任用職員費用弁償                    　24

△3,243

 12. 委  託  料 802 テニスコートライン設置委託料               　802

計 38,351 △3,243 35,108

職員給料                                     　5

  3. 社会体育費 2,465 802 3,267 802

5   2. 給    　料 5
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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

- 24 -

（款）  10. 教育費 （項）   6. 文化財費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額

職員給料                               　△1,868△3,306   2. 給    　料 △1,868  1. 文化財管理費 20,657 △3,306 17,351

住居手当                                 　△240  3. 職員手当等 △853

期末勤勉手当                             　△473

寒冷地手当                                　△20

  4. 共  済  費 △585 職員共済組合納付金                       　△585

通勤手当                                 　△120

（款）  14. 予備費 （項）   1. 予備費

  1. 予備費 28,441 104 28,545

△3,306計 25,851 △3,306 22,545

補　正　第　４　号
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104

104

計 28,441 104 28,545
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