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第 １ 表　　　  歳  入  歳  出　予  算  補  正　（第　８　号）
歳　入 （単位：千円）
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３６９，９３６ △５４，４８４ ３１５，４５２  1. 町債

３６９，９３６ △５４，４８４ ３１５，４５２ 22. 町債

７２，９４２ ５，６７４ ７８，６１６  4. 雑入

１７３，５５５ ５，６７４ １７９，２２９ 21. 諸収入

８８０，７９７ △１２２，５４７ ７５８，２５０  2. 基金繰入金

８８３，０７１ △１２２，５４７ ７６０，５２４ 19. 繰入金

３９，７２８ ２２９ ３９，９５７  2. 県補助金

１４７，１６５ ５６９ １４７，７３４  1. 県負担金

１９５，２５４ ７９８ １９６，０５２ 16. 県支出金

７２４，５１４ ５２，１００ ７７６，６１４  2. 国庫補助金

１４１，３３９ △２９，２３９ １１２，１００  1. 国庫負担金

８６６，８７９ ２２，８６１ ８８９，７４０ 15. 国庫支出金

１６，８８３ △２，２０３ １４，６８０  2. 手数料

７６，７４７ △２，２０３ ７４，５４４ 14. 使用料及び手数料

２５，５１８ △１，４６０ ２４，０５８  2. 負担金

  1. 分担金

△１，４９９ ２４，３７０

３５１ △３９ ３１２

計

 13. 分担金及び負担金

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額

２５，８６９
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２，７７６，５８９ ２，７７６，５８９補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  分

５，３６７，９００ △１５１，４００ ５，２１６，５００歳                 入                 合                 計

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

（単位：千円）
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９２２，８３０

- 4 -

歳　出 （単位：千円）

△５６，９３０ ８６５，９００  1. 商工費

９２２，８３０ △５６，９３０ ８６５，９００  7. 商工費

４５，３７０ ４６ ４５，４１６  2. 林業費

４１，９２２ △１，２０２ ４０，７２０  1. 農業費

８７，２９２ △１，１５６ ８６，１３６  6. 農林業費

１６３，８０７ △１３，０８５ １５０，７２２  4. 上下水道費

１７２，０１６ △２４０ １７１，７７６  3. 清掃費

２３６，８９３ ４，０００ ２４０，８９３  1. 保健衛生費

５８０，０３９ △９，３２５ ５７０，７１４  4. 衛生費

１４５，２２３ △１４８ １４５，０７５  2. 児童福祉費

４９６，４０４ △５，８８１ ４９０，５２３  1. 社会福祉費

６４１，６７９ △６，０２９ ６３５，６５０  3. 民生費

総務管理費

３０，２８６ △２８３ ３０，００３  3. 戸籍住民基本台帳費

１，３７７，０８８ △６５４ １，３７６，４３４  1.

５３，８４４

１，５８２，３９６ △９３７ １，５８１，４５９  2. 総務費

１６４ ５３，８４４

  1. 議会費 ５３，６８０ １６４

計

  1. 議会費

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額

５３，６８０



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

  2. 道路橋梁費

  1. 予備費
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３３８，４９５ ３３８，４９５

５０，１１７ １，０２３ ５１，１４０

５０，１１７ １，０２３ ５１，１４０ 14. 予備費

１３０，９６５ △４９，３７３ ８１，５９２  2. 公共土木施設災害復旧費

６，７２７ △２，９７２ ３，７５５  1. 農林業施設災害復旧費

１３８，７５３ △５２，３４５ ８６，４０８ 11. 災害復旧費

２９，６９２ △８２８ ２８，８６４  6. 文化財費

３８，１６８ △１０３ ３８，０６５  4. 社会教育費

１８，９２１ △２，４５２ １６，４６９  3. 中学校費

４６，７５６ △８，２８９ ３８，４６７  2. 小学校費

１２９，４１２ ８６ １２９，４９８  1. 教育総務費

３０４，０４２ △１１，５８６ ２９２，４５６ 10. 教育費

２３０，２７１ ３，０００ ２３３，２７１  1. 消防費

２３０，２７１ ３，０００ ２３３，２７１  9. 消防費

４２，７１５ △９，９３７ ３２，７７８  4. 都市計画費

２５５，４８３ △７，３４２ ２４８，１４１

４３８，３０６ △１７，２７９ ４２１，０２７

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

（単位：千円）
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  8. 土木費
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（単位：千円）

計

５，３６７，９００ △１５１，４００ ５，２１６，５００

補　　正　　額

歳                 出                 合                 計

款 項 補 正 前 の 額
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款 補 正 前 の 額 補　正　額 計

  1. 町税 ３３０，９７１ ０ ３３０，９７１

  2. 地方譲与税 ６８，４９９ ０ ６８，４９９

０ ７００  3. 利子割交付金 ７００

０ ２，２００  4. 配当割交付金 ２，２００

０ １，８００  5. 株式等譲渡所得割交付金 １，８００

０ １，６６８  6. 法人事業税交付金 １，６６８

０ １０３，４００  7. 地方消費税交付金 １０３，４００

０ ２，７００  8. ゴルフ場利用税交付金 ２，７００

０ ４，０００  9. 環境性能割交付金 ４，０００

０ １，７５３ 10. 地方特例交付金 １，７５３

０ １，９２８，７７６ 11. 地方交付税 １，９２８，７７６

０ ５００ 12. 交通安全対策特別交付金 ５００

△１，４９９ ２４，３７０ 13. 分担金及び負担金 ２５，８６９

△２，２０３ ７４，５４４ 14. 使用料及び手数料 ７６，７４７

２２，８６１ ８８９，７４０ 15. 国庫支出金 ８６６，８７９

１６，７００

１９６，０５２ 16. 県支出金 １９５，２５４

１６，７００

７９８

 17. 財産収入

歳　入　歳　出　補  正  予　算　事　項　別　明　細　書　（第　８　号）
１  総　括

（歳　入） （単位：千円）

０
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款 補 正 前 の 額 補　正　額 計

（単位：千円）

 18. 寄附金 ２１７，５３１ ０ ２１７，５３１

 19. 繰入金 ８８３，０７１ △１２２，５４７ ７６０，５２４

０ ９５，３９１ 20. 繰越金 ９５，３９１

５，６７４ １７９，２２９ 21. 諸収入 １７３，５５５

△５４，４８４ ３１５，４５２ 22. 町債 ３６９，９３６

５，２１６，５００５，３６７，９００歳          入          合          計 △１５１，４００



一般財源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ  の  他

  1. 議会費 ５３，６８０ １６４

補　　正　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　正　額 計 特 　　   定 　    財      源

△７，２５７ △６，８００ １，６１３ １１，５０７

５３，８４４

  3. 民生費 ６４１，６７９ △６，０２９

１６４

  2. 総務費 １，５８２，３９６ △９３７ １，５８１，４５９

△１，０８４ △３１，９００ △９，１４５ ３２，８０４

６３５，６５０ ３７６

  5. 労働費 ２ ０

△６，４０５

  4. 衛生費 ５８０，０３９ △９，３２５ ５７０，７１４

△８０ △５００ △５７６

２

  7. 商工費 ９２２，８３０ △５６，９３０

  6. 農林業費 ８７，２９２ △１，１５６ ８６，１３６

△３，２９４ ２，２００ △５，５８２ △１０，６０３

８６５，９００ ６７，７１０ △５，９００ △１０４，６００

  9. 消防費 ２３０，２７１ ３，０００

△１４，１４０

  8. 土木費 ４３８，３０６ △１７，２７９ ４２１，０２７

△２，８７１ △８，１８３ △５３２

２３３，２７１ ２，５７７

 11. 災害復旧費 １３８，７５３ △５２，３４５

４２３

 10. 教育費 ３０４，０４２ △１１，５８６ ２９２，４５６

８６，４０８ △２９，８４１ △１７，２００

 13. 諸支出金 １ ０

△５，３０４

 12. 公債費 ３３８，４９２ ０ ３３８，４９２

１，０２３

１

歳    出    合    計 ５，２１６，５００

 14. 予備費 ５０，１１７ １，０２３ ５１，１４０

（歳　出） （単位：千円）
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２３，６５９ △５９，６００ △１２３，８２０ ８，３６１５，３６７，９００ △１５１，４００



節

  2.

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

土木費分担金 75 △39 36   1. 土木費分担金 △39 法定外公共物修繕事業分担金                          　△39

351

  4. 教育費負担金 1   2.

△39 312

金

1,461 △1,460 高野山学受講負担 △1,460

25,518 △1,460 24,058

高野山学受講負担金                               　△1,460

  2. 衛生費手数料 14,970 △2,326 12,644   2. 清掃費手数料 △2,326 塵芥処理手数料（指定ごみ袋）                     　△2,326

  4. 消防費手数料 12 123 135   1. 消防費手数料 123 検査手数料                                           　123

16,883 △2,203計 14,680

68,016   1. 社会福祉費国庫負 1,177  1. 民生費国庫負担金 66,839 1,177

（款）  15. 国庫支出金

障害児自立支援給付費国庫負担金                     　1,177

担金

（項）   1. 国庫負担金

  3. 災害復旧費国庫負担金 73,036 △30,416 42,620   1. 公共土木施設災害 △30,416 公共土木施設災害復旧費国庫負担金                　△30,416

復旧費国庫負担金

補　正　第　８　号
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２　　歳　入

（款）  13. 分担金及び負担金 （項）   1. 分担金

計

（款）  13. 分担金及び負担金 （項）   2. 負担金

計

（款）  14. 使用料及び手数料 （項）   2. 手数料

（単位：千円）
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節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

141,339 △29,239計 112,100

（款）  15. 国庫支出金 （項）   2. 国庫補助金

  1. 総務費国庫補助金 513,237 69,644 582,881   1. 総務費国庫補助金 69,644 個人番号カード交付事業費補助金                     　1,286

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金    　76,614

特別定額給付金給付事業費補助金                   　△6,300

特別定額給付金給付事務費補助金                   　△8,174

社会保障・税番号制度システム改修補助金             　6,218

9,822   1. 社会福祉費国庫補 △996  2. 民生費国庫補助金 10,818 △996 地域生活支援事業費等国庫補助金                     　△996

助金

21,436   1. 衛生費国庫補助金 △1,084  3. 衛生費国庫補助金 22,520 △1,084 水道施設整備費国庫補助金                         　△1,084

  4. 土木費国庫補助金 143,728 △620 143,108   1. 住宅・建築物耐震 △620 住宅・建築物耐震改修等事業国庫補助金               　△620

改修等事業国庫補

助金

3,383   1. 教育費国庫補助金 △5,940  6. 教育費国庫補助金 9,323 △5,940 公立学校情報機器整備費補助金                     　△5,940

  7. 商工費国庫補助金 24,124 △8,904 15,220   1. 商工費国庫補助金 △8,904 観光地の「まちあるき」の満足度向上事業国庫補助金 　△2,125

金                                               　△6,779

誘客多角化等の為の魅力的滞在コンテンツ造成実証事業国庫補助

（款）  15. 国庫支出金 （項）   1. 国庫負担金 （単位：千円）

計 724,514 52,100 776,614
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（款）  16. 県支出金 （項）   1. 県負担金 （単位：千円）

計

（款）  16. 県支出金 （項）   2. 県補助金

計
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補　正　第　８　号

39,728 229 39,957

林道施設災害復旧費県補助金                           　575

旧費県補助金

  7. 災害復旧費県補助金 834 575 1,409   1. 農林業施設災害復 575

  6. 教育費県補助金 3,381 3,069 和歌山県聖火リレー支援交付金                       　3,0696,450   1. 教育費県補助金 3,069

わかやま防災パワーアップ補助金                   　△2,000  2. 土木費県補助金 △2,000

補助事業県補助金

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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  2. 民生費県負担金 59,125 569 59,694   1. 社会福祉費県負担 569 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金                　△19

金 障害児自立支援給付費県負担金                         　588

147,165 569 147,734

6,029   1. 総務管理費県補助 △287  1. 総務費県補助金 6,316 △287 わかやま防災パワーアップ補助金                     　△287

金

12,485   1. 社会福祉費県補助 △374  2. 民生費県補助金 12,859 △374 地域生活支援事業費等県補助金                       　△374

金

13,184   1. 農業費県補助金 △102  4. 農林業費県補助金 13,264 △80 農業委員会県補助金                                   　120

農地集積協力事業交付金                             　△250

農地利用最適化交付金                                  　28

  1. 木造住宅耐震改修 △674 木造住宅耐震改修補助事業県補助金                   　△674

  2. 林業費県補助金 22 林業担い手社会保障制度等充実対策県補助金              　22

  5. 土木費県補助金 2,674 △2,674 0
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（単位：千円）

計

ふるさと応援寄附基金繰入金                     　△119,647

金

78,616

（款）  19. 繰入金 （項）   2. 基金繰入金

  3. 衛生債 47,600 △31,900

（款）  21. 諸収入 （項）   4. 雑入

計

（款）  22. 町債 （項）   1. 町債

61,500   1. 過疎対策事業債 △6,800
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過疎対策事業債                                  　△31,90015,700   1. 過疎対策事業債 △31,900

地域活性化センター補助金                         　△4,000

  1. 総務債 68,300 △6,800 過疎対策事業債                                   　△6,800

72,942 5,674

和歌山県市町村振興協会市町村交付金                 　3,245

和歌山地方税回収機構出向職員の人件費受入れ         　3,915

保険取扱手数料                                        　81

雑入 3,220 雇用保険料個人負担金                                　△21  9. 雑入 49,807 3,220 53,027   1.

金

消防退職基金受入 2,454  5. 消防退職基金受入金 7,931 2,454 消防団員退職報償金                                 　2,454

880,797 △122,547 758,250

10,385   1.

ふるさと応援寄附 △119,647

基金繰入金

  4. ふるさと応援寄附基金繰入 765,987 △119,647 646,340   1.

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

△2,900 環境維持基金繰入金                               　△2,900

金

環境維持基金繰入

節

  2. 環境維持基金繰入金 5,000 △2,900

目 補正前の額 補　正　額 計

2,100   1.



（単位：千円）

計

減収補填債                                         　5,1165,116   1. 減収補填債 5,116  9.

369,936 △54,484

（款）  22. 町債 （項）   1. 町債

復旧事業債

- 16 -

補　正　第　８　号

315,452

減収補填債 0 5,116

公共土木施設災害 △16,000 公共土木施設災害復旧事業債                      　△16,000  2.

農林業施設災害復 △1,200 農林業施設災害復旧事業債                         　△1,200

旧事業債

  7. 災害復旧債 45,600 △17,200 28,400   1.

  5. 土木債 122,500 2,200 過疎対策事業債                                     　2,200124,700   1. 過疎対策事業債 2,200

  4. 商工債 11,900 △5,900 過疎対策事業債                                   　△5,9006,000   1. 過疎対策事業債 △5,900

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 16 -



補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　　定　　財　　源

国県支出金 地 方 債 そ　の　他

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額

164  12.

財政調整基金積立金                      　20,000

委  託  料 164 会議録作成委託料                           　164

164

  7. 地域振興費 48,537 △2,256

（款）   2. 総務費 （項）   1. 総務管理費

20,000  24. 積  立  金 20,000

職員手当等 △40046,281 △1,362 時間外勤務手当                           　△400△894   3.

旅    　費 △404  8.

普通旅費                                 　△200

費用弁償                                 　△204

委  託  料 △1,362 大学のふるさと協定事業委託料           　△1,362 12.

使用料及び賃 △90

1,604

 13. 駐車場使用料                              　△10

借料 会場使用料                                　△80

 10. 交通安全対策 2,708 △1,104 △1,000 △104 △110 交通指導員報酬                            　△30

費 交通指導員出動報酬                        　△80

  1. 報  　  酬

高齢運転者サポカー購入補助金             　△500

 18. 負担金、補助 △994 地域交通安全活動推進補助金                   　6

及び交付金

高齢運転者急発進防止装置補助金           　△500

△2,595   3. 職員手当等 △921 時間外勤務手当                           　△921

 10. 需  用  費

啓発用消耗品費                           　△320

- 17 -

（款）   1. 議会費 （項）   1. 議会費 （単位：千円）

  1.

財産管理費 389,709

△520

- 17 -

  5.

食糧費                                   　△200

20,000

目 補正前の額 補　正　額 計

議会費 53,680 164 53,844

53,680

409,709

164 53,844

△287 12. 防災諸費 25,439 △2,882 22,557

３　　歳　出

計



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

 17. 備品購入費 △1,441 新型コロナウイルス対策備品購入費       　△1,441

そ　の　他

0 自主防災組織補助金                          　60 18. 負担金、補助

及び交付金 防災士資格取得費補助金                    　△60

297,864 △14,474 △21 83 21. 特別定額給付 312,276 △14,412

特別定額給付金時間外勤務手当             　△991

  1. 報  　  酬 △2,961

  4. 共  済  費 △670 特別定額給付金会計年度任用職員法定福利費 　△670

  3.

特別定額給付金会計年度任用職員報酬     　△2,961

職員手当等 △991

（項）   1. 総務管理費 （単位：千円）

△455 特別定額給付金会計年度任用職員費用弁償   　△455

 10.

  8.

需  用  費 △498 特別定額給付金消耗品費                   　△408

- 18 -

補　正　額 計

旅    　費

特別定額給付金印刷製本費                  　△90

特別定額給付金郵送料                   　△1,274

特別定額給付金口座振替手数料             　△223

 11. 役  務  費 △1,497

特別定額給付金システム改修委託料         　△990△990 12. 委  託  料

負担金、補助 △6,300

△50 特別定額給付金備品購入費                  　△50 17. 備品購入費

1,377,088 △654 1,376,434 △14,761

特別定額給付金                         　△6,300

及び交付金

△2,383 16,490

 18.

計

金費

目 補正前の額

（款）   2. 総務費

補　正　第　８　号

- 18 -



- 19 -

- 19 -

システム改修委託料                       　△825

計

委  託  料 △437 障害者基本計画・障害福祉計画作成委託料   　△437

△148

（単位：千円）

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

△7,787  12. 委  託  料 △1,447

材料費                                    　△48

需  用  費△148 消耗教材費                               　△100△148

（項）   1. 社会福祉費

（項）   2. 児童福祉費

△832  12.

 10.

（款）   3. 民生費

計

（款）   3. 民生費

145,223 △148 145,075

9,348

（款）   2. 総務費 （項）   3. 戸籍住民基本台帳費

  8. 学童保育費 9,496 △148

金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

節
特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分

住基附票連携システム構築委託料           　△622

マイナンバー関連市町村負担金             　1,164負担金、補助 1,164 18.

30,286 △283 30,003 7,504

7,50430,286 △283 30,003

△7,787

及び交付金

目 補正前の額 補　正　額 計

  1. 戸籍住民基本

台帳費

 27. 繰  出  金

△5,425  12. 委  託  料 △568 介護保険事業計画等見直し業務委託料       　△568

△4,876 介護保険会計繰出金                     　△6,000

  1. 社会福祉総務 222,574 △437 222,137 395

費

後期高齢者医療会計繰出金                 　1,124

237,937 △19  2. 老人福祉総務 243,381 △5,444

費

496,404 △5,881 490,523 376 △6,257



4,000

- 20 -

補　正　第　８　号

172,016

（項）   1. 保健衛生費 （単位：千円）

計 240,893 △30,200236,893 4,000

163,807 △13,085

（款）   4. 衛生費 （項）   3. 清掃費

計

（款）   4. 衛生費 （項）   4. 上下水道費

△2,326

繰  出  金 △5,414

- 20 -

△3,482150,722 △1,084

△2,414 下水道会計繰出金                       　△3,000

新型コロナウイルス対策下水道会計繰出金 　△2,414

△3,000  27.  2. 下水道施設費 86,800 △5,414 81,386

                                       　△4,405

 27. 繰  出  金 △4,405 新型コロナウイルス対策水道事業会計繰出金

和歌山県水道協会特別分担金                 　104

及び交付金

 18. 負担金、補助 104

簡易水道事業認可設計業務委託料           　△660

筒香地区水道施設実施設計業務委託料     　△2,710△482  12. 委  託  料 △3,370

2,086△240 171,776

法定検査委託料                           　△100

  2. 塵芥処理費 77,963 △240  12. 委  託  料 △240 ごみ処理委託料                           　△14077,723 △2,326

国保富貴診療所会計繰出金                 　4,000

そ　の　他

34,200  27. 繰  出  金

2,086

34,200

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額

（款）   4. 衛生費

△1,700 △6,819

△4,405

国県支出金 地 方 債

計

69,336 △1,084 △1,700  1. 上水道施設費 77,007 △7,671

診療諸費 171,000 4,000 175,000 △30,200

目 補正前の額 補　正　額 計

  4.



41,922 △1,202 40,720 △102

- 21 -

24

（款）   6. 農林業費 （項）   1. 農業費 （単位：千円）

計

- 21 -

新型コロナウイルス対策郵送料             　△252

（款）   6. 農林業費 （項）   2. 林業費

計

（款）   7. 商工費 （項）   1. 商工費

郵送料                                   　△200 11. 役  務  費 △452

新型コロナウイルス対策印刷製本費         　△360△79,581 △3,600  10. 需  用  費 △360

45,416 22

  2. 商工振興費 542,911 △6,567 536,344 76,614

45,370 46

及び交付金

  2. 林業振興費 34,765 46 34,811 22 林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金  　4624  18. 負担金、補助 46

△500 △600

及び交付金

負担金、補助 △750

農地集積協力事業交付金                   　△250

果樹・薬用作物振興支援事業補助金         　△500

△250 △500 △100

 18.

旅    　費 △381

  8. 旅    　費 △100 普通旅費                                 　△100

普通旅費                                 　△157

費用弁償                                 　△224

  8.

農業委員会最適化推進委員報酬              　△14

国県支出金

報  　  酬 29 農業委員会委員報酬                          　43

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額地 方 債 そ　の　他

  1.

19,432  3. 農業振興費 20,282 △850

△50010,447 148

目 補正前の額 補　正　額 計

  1. 農業委員会費 10,799 △352



- 22 -

補　正　第　８　号

（款）   7. 商工費 （項）   1. 商工費 （単位：千円）

- 22 -

及び交付金 ローソク祭補助金                         　△877

青葉祭補助金                           　△1,147 18. 負担金、補助 △22,924

借料

△2,000 会場使用料                             　△2,000 13. 使用料及び賃

YouTubeプロモーション委託料            　△5,000

健康検診に係る宿泊委託料               　△1,208

告知関連委託料                           　△456

健康検診委託料                         　△2,811

看板作成及び設置委託料                 　△2,800

海外プロモーション事業委託料             　△500

△14,755 ＷｉＦｉ整備委託料                     　△1,980 12. 委  託  料

駐車場警備手数料                       　△5,000

筆耕翻訳料                               　△500

△6,400 手数料                                   　△900 11. 役  務  費

△300 食糧費                                   　△300 10. 需  用  費

普通旅費                                 　△700

  8. 旅    　費 △1,090 費用弁償                                 　△390

  7. 報  償  費 △300 謝礼金                                   　△300

イベント等従事者時間外勤務手当         　△1,194

日直手当                               　△1,400303,426 △8,904 △5,900 △25,019  3. 観光費 353,789 △50,363 △10,540   3. 職員手当等 △2,594

補助金                                 　△3,600

新型コロナウイルス対策クラウドファンディング支援

及び交付金 新型コロナウイルス対策事業継続化給付金 　△1,990

新型コロナウイルス対策商工会補助金       　△165 18. 負担金、補助 △5,755

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）   7. 商工費 （項）   1. 商工費 （単位：千円）

計 922,830 △56,930 865,900 67,710 △5,900

（款）   8. 土木費 （項）   2. 道路橋梁費

- 23 -

橋梁定期点検委託料                       　△340

測量設計委託料                            　△50

費

△440 委  託  料 △2,390107,960 100

無電柱化工事                               　280

  4. 橋梁新設改良 108,300 △340  12.

△220 町道改修工事                             　△500 14. 工事請負費

工事監理業務委託料                       　△765

無電柱化委託料                           　△280

費

△500 △765  12. 委  託  料 △1,045  2. 道路新設改良 64,254 △1,265 62,989

舗装改修工事                             　△151

里道修繕工事                             　△763

町道修繕工事                           　△2,380 14. 工事請負費 △3,294

借料

△643 軽トラックリース料                       　△643 13. 使用料及び賃

草刈委託料                             　△1,800  1. 道路維持費 81,929 △5,737 76,192  12. 委  託  料 △1,800△200 △682 △4,855

△104,600 △14,140

世界遺産を活かした誘客促進事業負担金     　△500

高野山柔道大会補助金                   　△3,200

                                       　△7,000

高野山龍神温泉ウルトラマラソン実行委員会負担金

アクセスバス運行協議会負担金           　△1,320

高野町観光協会事業分担金               　△3,380

                                       　△5,500

高野山旗全国学童軟式野球大会実行委員会補助金  3. 観光費

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 説　　　　　　明



- 24 -

補　正　第　８　号

（款）   8. 土木費 （項）   2. 道路橋梁費 （単位：千円）

計 △6,060248,141

（項）   4. 都市計画費

計

（款）   9. 消防費 （項）   1. 消防費

42,715 △9,937 32,778 △3,294

- 24 -

  7. 報  償  費 2,454 退団報償金                               　2,454  2. 非常備消防費 40,562 2,454 43,016

  1. 常備消防費 181,207 546 消防職員防火服購入費                       　546

2,454

423  17. 備品購入費 546181,753 123

及び交付金

修景整備補助金                         　△2,900

2,800 △4,900 △4,543

 18. 負担金、補助 △2,900

街なみ環境整備事業委託料               　△1,350

事業費

2,800 △2,900 △4,150  12. 委  託  料 △1,350  4. 都市環境整備 35,200 △4,250 30,950

ブロック塀除去改修補助金               　△4,000

耐震補強設計・現地建替設計補助金         　△132

耐震ベット・シェルター設置事業補助金     　△266及び交付金

 18. 負担金、補助 △5,417 木造住宅耐震改修事業費補助金           　△1,019

耐震補強設計審査委託料                    　△30

委  託  料 △270 耐震診断委託料                           　△240

費

1,194 △3,294 △2,000 △393  12.

255,483 △7,342

  1. 都市計画総務 6,881 △5,687

（款）   8. 土木費

橋梁修繕工事                             　2,050 14. 工事請負費 2,050

△600 △682

橋梁修繕工事委託料                     　△2,000

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 説　　　　　　明

一般財源



計

- 25 -

- 25 -

（項）   1. 消防費 （単位：千円）

計 423233,271

（款）   9. 消防費

（款）  10. 教育費 （項）   1. 教育総務費

計

（款）  10. 教育費 （項）   2. 小学校費

129,412 86 129,498

46,756 △8,289 38,467 △4,590

及び交付金

児童派遣費補助金                         　△215

△2,720 △979

 18. 負担金、補助 △215

                                       　△5,500

△5,500 公立学校情報機器整備事業（GIGA）に係る備品購入費 17. 備品購入費

借料                                        　△1,810

公立学校情報機器整備事業（GIGA）に係る使用料△2,720 △215  13. 使用料及び賃 △1,810

借料

  2. 教育振興費 18,773 △7,525 11,248 △4,590

自動車借上料                             　△76427,219  1. 小学校管理費 27,983 △764 △764  13. 使用料及び賃 △764

借料

自動車借上料                                　86

86

86  13. 使用料及び賃 86

2,577230,271 3,000

  2. 事務局費 75,756 86 75,842

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 説　　　　　　明



- 26 -

補　正　第　８　号

（款）  10. 教育費 （項）   3. 中学校費 （単位：千円）

計 18,921 △2,452 16,469 △1,350

（款）  10. 教育費 （項）   4. 社会教育費

- 26 -

特別旅費                                  　△28

普通旅費                                  　△63

  8. 旅    　費 △189 費用弁償                                  　△98

△180 報償費                                   　△180△456 △379   7. 報  償  費

人権学習補助金                           　△150及び交付金

  2. 公民館費 13,334 △835 12,499

△175 各種大会参加補助金                        　△25 18. 負担金、補助

△50 費用弁償                                  　△50  8. 旅    　費

社会教育関係講師等謝礼                    　△40

費

  1. 社会教育総務 15,493 △265 15,228   7. 報  償  費 △40△265

△967 △135

光熱水費                                     　4

ス費

4  10. 需  用  費 4  3. セミナーハウ 150 4 154

特別支援教育就学奨励費                   　△139 19. 扶  助  費 △139

及び交付金

 18. 負担金、補助 △157 善通寺市交流補助金                       　△157

                                       　△1,650

 17. 備品購入費 △1,650 公立学校情報機器整備事業（GIGA）に係る備品購入費

借料                                          　△510

公立学校情報機器整備事業（GIGA）に係る使用料△967 △139  13. 使用料及び賃 △510  2. 教育振興費 7,260 △2,456 4,804 △1,350

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



- 27 -

（款）  10. 教育費 （項）   4. 社会教育費 （単位：千円）

計 1,02438,065

（項）   6. 文化財費

- 27 -

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

天狗の舞保存会補助金                     　△150 18. 負担金、補助 △460

旅    　費 △332 普通旅費                                 　△33223,903 △300 △492   8.

38,168 △103

  1. 文化財管理費 24,695 △792

（款）  10. 教育費

3,069 △4,196

謝礼金及び報償費                         　△426

事業費

1,245 △1,460  7. 高野山学推進 1,671 △426 1,034   7. 報  償  費 △426

△47

普通旅費                                  　△29

費用弁償                                  　△18

ー費

△47   8. 旅    　費

善通寺交流補助金                         　△400及び交付金

  5. 青少年センタ 1,113 △47 1,066

△700 ウォーキングイベント関係補助金           　△300 18. 負担金、補助

671 移動式テニスセンターポール購入費           　671 17. 備品購入費

1,570 オリンピック聖火リレー警備委託料         　1,570 12. 委  託  料

普通旅費                                  　△21

△71 費用弁償                                  　△503,069 △2,280 681   8. 旅    　費

及び交付金

  3. 社会体育費 5,123 1,470 6,593

△10 各種大会参加補助金                        　△10 18. 負担金、補助

借料

大型バス借上料                           　△456 13. 使用料及び賃 △456  2. 公民館費

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 説　　　　　　明



計

- 28 -

- 28 -

補　正　第　８　号

（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

計

（款）  11. 災害復旧費 （項）   2. 公共土木施設災害復旧費

130,965 △49,373 81,592

現年発生災害復旧工事（単独）           　△3,173

△30,416 △16,000 △2,957

現年発生災害復旧工事（補助）          　△45,600 14. 工事請負費 △48,773

調査測量設計委託料                       　△600△16,000 △2,957  12. 委  託  料 △600  1. 災害復旧費 130,965 △49,373 81,592 △30,416

3,755 575 △1,200 △2,3476,727 △2,972

現年発生災害復旧工事（補助）              　△72

 14. 工事請負費 △972 現年発生災害復旧工事（単独）             　△900

林業施設災害 5,727 △1,972 3,755 575 △1,200 △1,347 調査測量設計委託料                     　△1,000

復旧費

  2.  12. 委  託  料 △1,000

費

測量設計委託料                         　△1,000

施設災害復旧

0  1. 農地・農業用 1,000 △1,000 △1,000  12. 委  託  料 △1,000

29,692 △828 28,864 △300 △528

△36  3. 世界遺産費 186 △36 150   8. 旅    　費 △36

各種大会参加補助金                        　△20

普通旅費                                  　△36

文化財保存会国庫補助事業補助金           　△140

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 説　　　　　　明

一般財源



50,117 1,023 51,140

- 29 -

（款）  14. 予備費 （項）   1. 予備費 （単位：千円）

1,023計

- 29 -

1,023  1. 予備費 50,117 1,023 51,140

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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