
 19. 繰入金 ６９６，０８３ ９５，５４０ ７９１，６２３
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  1. 寄附金

１２，１４４

 18. 寄附金 ７０，７３１ ７０，６９０ １４１，４２１

７０，７３１ ７０，６９０ １４１，４２１

  3. 県委託金 １２，４３８ △２９４

  2. 県補助金 ３２，４４２ １，１３７ ３３，５７９

  1. 県負担金

３６，１６３ ４８９，４１２

 16. 県支出金 ２５４，０１８ △７４ ２５３，９４４

２０９，１３８ △９１７ ２０８，２２１

  2. 国庫補助金 ４５３，２４９

  1. 国庫負担金

２５８ ５１ ３０９

 15. 国庫支出金 ５５４，０８３ ４１，５０８ ５９５，５９１

９９，６０５ ５，３４５ １０４，９５０

  1. 分担金

 13. 分担金及び負担金 ２４，０１２ ５１ ２４，０６３

填特別交付金

７，８０８

  2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 ０ ６，３０８ ６，３０８

 10. 地方特例交付金 １，５００ ６，３０８

３３９，１３２

  2. 固定資産税 ２０４，２０７ △３１，５１５ １７２，６９２

  1. 町税 ３７０，６４７ △３１，５１５

第 １ 表　　　  歳  入  歳  出　予  算  補  正　（第　５　号）
歳　入 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計



補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  分 ２，４８５，３７２ ２，４８５，３７２

歳                 入                 合                 計 ５，６６１，８００ １２７，６００ ５，７８９，４００

９１４，２３０

  1. 町債 ９９０，４３０ △７６，２００ ９１４，２３０

 22. 町債 ９９０，４３０ △７６，２００

２３６，２１６

  4. 雑入 １１４，１１１ ２１，２９２ １３５，４０３

 21. 諸収入 ２１４，９２４ ２１，２９２

１２，５６０

  2. 基金繰入金 ６９４，０８３ ８４，９８０ ７７９，０６３

  1. 他会計繰入金 ２，０００ １０，５６０
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（単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計



△９，０６３ ２５，７９６

  7. 商工費 ４９２，７２４ １，２５３ ４９３，９７７

  2. 林業費 ３４，８５９

- 4 -

  1. 農業費

△２３０ １７３，２１４

  6. 農林業費 ６８，２６３ △１０，４６１ ５７，８０２

３３，４０４ △１，３９８ ３２，００６

  3. 清掃費 １７３，４４４

  1. 保健衛生費

６４１ １５５，００７

  4. 衛生費 ７１４，３９０ １８，３７４ ７３２，７６４

２８８，６４５ １８，６０４ ３０７，２４９

  2. 児童福祉費 １５４，３６６

  1. 社会福祉費

２１６，７３７

  3. 民生費 ６５９，８４２ △４，７５２ ６５５，０９０

５０５，４２４ △５，３９３ ５００，０３１

  5. 統計調査費 ２１９，０２２ △２，２８５

２３，２３５

  3. 戸籍住民基本台帳費 １５，３５６ △２１ １５，３３５

  2. 徴税費

１，７１８，２３９

  1. 総務管理費 １，３４９，４６６ １０６，０４３ １，４５５，５０９

  2. 総務費 １，６１４，８３６ １０３，４０３

２３，５６９ △３３４

  1. 議会費 ５４，３８８ △２８０ ５４，１０８

歳　出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

５４，１０８  1. 議会費 ５４，３８８ △２８０



３５０，５１１ 12. 公債費 ３５０，５０９ ２

２０，６３１

  1. 農林業施設災害復旧費 ３ １，０２６ １，０２９

 11. 災害復旧費 １９，６０５ １，０２６

  6. 文化財費 ２２，５４５ △２７ ２２，５１８

  4. 社会教育費 ３５，１０８ ６３ ３５，１７１

２７，８９０

  3. 中学校費 １６，２１５ △９０ １６，１２５

  2. 小学校費

９６２，６７８

  1. 教育総務費 ８２０，５５３ △４５３ ８２０，１００

 10. 教育費 ９６６，１２４ △３，４４６

３０，８２９ △２，９３９

２３１，７７０

  1. 消防費 ２２５，１９９ ６，５７１ ２３１，７７０

  9. 消防費 ２２５，１９９ ６，５７１

  5. 住宅費 １６１，５７３ ９５８ １６２，５３１

  4. 都市計画費 ３０，８７８ △２，４２０ ２８，４５８

  2. 道路橋梁費 ２３５，５２０ １７，４６２ ２５２，９８２

  1. 土木管理費

４９３，９７７

  8. 土木費 ４６７，３７２ １５，８２９ ４８３，２０１

  1. 商工費 ４９２，７２４ １，２５３

３９，１４２ △１７１ ３８，９７１

（単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計
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歳                 出                 合                 計 ５，６６１，８００ １２７，６００ ５，７８９，４００

２８，５４５ ８１ ２８，６２６

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  分 ３ ３

  1. 予備費

３５０，５１１

 14. 予備費 ２８，５４５ ８１ ２８，６２６

  1. 公債費 ３５０，５０９ ２

（単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計
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１２，５００ 17. 財産収入 １２，５００ ０

５９５，５９１

 16. 県支出金 ２５４，０１８ △７４ ２５３，９４４

 15. 国庫支出金 ５５４，０８３ ４１，５０８

２４，０６３

 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 ５１

２，１１３，７８４

 12. 交通安全対策特別交付金 ５００ ０ ５００

 11. 地方交付税 ２，１１３，７８４ ０

４，０２４

 10. 地方特例交付金 １，５００ ６，３０８ ７，８０８

  9. 環境性能割交付金 ４，０２４ 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

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

５００

  4. 配当割交付金 ２，０００ ０ ２，０００

  3. 利子割交付金 ５００ ０

３３９，１３２

  2. 地方譲与税 ６７，４９９ ０ ６７，４９９

  1. 町税 ３７０，６４７ △３１，５１５

款 補 正 前 の 額 補　正　額 計

歳　入　歳　出　補  正  予　算　事　項　別　明　細　書　（第　５　号）
１  総　括

（歳　入） （単位：千円）



９１４，２３０

歳          入          合          計 ５，６６１，８００ １２７，６００ ５，７８９，４００

 22. 町債 ９９０，４３０ △７６，２００

１２７，４４０

 21. 諸収入 ２１４，９２４ ２１，２９２ ２３６，２１６

 20. 繰越金 １２７，４４０ ０

１４１，４２１

 19. 繰入金 ６９６，０８３ ９５，５４０ ７９１，６２３

 18. 寄附金 ７０，７３１ ７０，６９０

款 補 正 前 の 額 補　正　額 計

- 9 -

（単位：千円）



 14. 予備費 ２８，５４５ ８１ ２８，６２６

- 10 -

８１

歳    出    合    計 ５，６６１，８００ １２７，６００ ５，７８９，４００ ４１，４３４ △７６，２００ １６６，０７５ △３，７０９

２

 13. 諸支出金 １ ０ １

 12. 公債費 ３５０，５０９ ２ ３５０，５１１

 11. 災害復旧費 １９，６０５ １，０２６ ２０，６３１ ５５４ ３００ ５１ １２１

 10. 教育費 ９６６，１２４ △３，４４６ ９６２，６７８ △８３，８００ ８３，８００ △３，４４６

５，４００ ６３３

  9. 消防費 ２２５，１９９ ６，５７１ ２３１，７７０ ６，２００

  8. 土木費 ４６７，３７２ １５，８２９ ４８３，２０１ ９，７９６

３，９８３ △３，６１２

  7. 商工費 ４９２，７２４ １，２５３ ４９３，９７７ ９，５２６ △１，３００ △６，９７３

  6. 農林業費 ６８，２６３ △１０，４６１ ５７，８０２ △１０，４６１

△４，１００ ６０７ △４６４

  5. 労働費 ２ ０ ２

  4. 衛生費 ７１４，３９０ １８，３７４ ７３２，７６４ ２２，３３１

  3. 民生費 ６５９，８４２ △４，７５２ ６５５，０９０ △７７３ △４，２００ ６，８１７ △６，５９６

  2. 総務費 １，６１４，８３６ １０３，４０３ １，７１８，２３９ ４，０００ ７２，１１７ ２７，２８６

  1. 議会費 ５４，３８８ △２８０ ５４，１０８ △２８０

（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



5,565 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金     　5,565  2. 衛生費国庫負担金 15,638 5,565 21,203   1. 衛生費国庫負担金

（款）  15. 国庫支出金 （項）   1. 国庫負担金

  1. 民生費国庫負担金 71,294 △220 71,074   3.

計 258 51 309

民生費国庫負担金 △220 国民健康保険基盤安定国庫負担金                     　△220

災害復旧費分担金

  2. 災害復旧費分担金 0 51 51   1. 農地・農業用施設 51 農地・農業用施設災害復旧費分担金                      　51

計 0 6,308 6,308

（款）  13. 分担金及び負担金 （項）   1. 分担金

税減収補填特別交

付金

付金

対策地方税減収補填特別交 ス感染症対策地方                                                    　6,308

  1. 新型コロナウイルス感染症 0 6,308 6,308   1. 新型コロナウイル 6,308 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

計 204,207 △31,515 172,692

（款）  10. 地方特例交付金 （項）   2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

  1. 固定資産税 198,621 △31,515 167,106   2. 滞納繰越分 △31,515 滞納繰越分                                      　△31,515

- 11 -

２　　歳　入

（款）   1. 町税 （項）   2. 固定資産税 （単位：千円）

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



補　正　第　５　号

- 12 -

金

  2. 民生費県負担金 57,332 △917 56,415   1. 社会福祉費県負担 △584 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金               　△584

計 453,249 36,163 489,412

（款）  16. 県支出金 （項）   1. 県負担金

道路メンテナンス 14,512 道路メンテナンス事業費国庫補助金                  　14,512

事業費国庫補助金

  4.

費国庫補助金

  3. 無電柱化推進事業 △4,466 無電柱化推進事業費国庫補助金                     　△4,466

交付金

  4. 土木費国庫補助金 178,893 9,796 188,689   2. 社会資本整備総合 △250 社会資本整備総合交付金                             　△250

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金

                                                  　14,889

  3. 衛生費国庫補助金 77,024 16,766 93,790   1. 衛生費国庫補助金 16,766 感染症予防事業費等国庫補助金                       　1,877

助金

  2. 民生費国庫補助金 11,095 75 11,170   2. 児童福祉費国庫補 75 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金              　75

（款）  15. 国庫支出金 （項）   2. 国庫補助金

  1. 総務費国庫補助金 95,403 9,526 104,929   1.

計 99,605 5,345 104,950

総務費国庫補助金 9,526 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金     　9,526

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

（款）  15. 国庫支出金 （項）   1. 国庫負担金 （単位：千円）

節
目 補正前の額 補　正　額 計



一般寄附金                                           　190  1. 一般寄附金 17,200 190 17,390   1. 一般寄附金 190

計 12,438 △294 12,144

（款）  18. 寄附金 （項）   1. 寄附金

金

（款）  16. 県支出金 （項）   3. 県委託金

  2. 民生費県委託金 639 △294 345   1. 児童福祉費県委託 △294 在宅育児支援給付委託金                             　△294

旧費県補助金

計 32,442 1,137 33,579

  7. 災害復旧費県補助金 0 554 554   1. 農林業施設災害復 554 農地・農業用施設災害復旧費県補助金                   　554

金

（款）  16. 県支出金 （項）   2. 県補助金

  2. 民生費県補助金 12,600 583 13,183   2. 児童福祉費県補助 583 子ども・子育て支援事業費県補助金                     　583

民生費県負担金 △333 国民健康保険基盤安定県負担金                       　△333

計 209,138 △917 208,221

  2. 民生費県負担金   6.

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 13 -

（款）  16. 県支出金 （項）   1. 県負担金 （単位：千円）



補　正　第　５　号

- 14 -

計 694,083 84,980 779,063

金 基金繰入金

  4. ふるさと応援寄附基金繰入 573,432 84,980 658,412   1. ふるさと応援寄附 84,980 ふるさと応援寄附基金繰入金                        　84,980

計 2,000 10,560 12,560

（款）  19. 繰入金 （項）   2. 基金繰入金

後期高齢者医療特 10,028 後期高齢者医療特別会計繰入金                      　10,028

入金 別会計繰入金

  3. 後期高齢者医療特別会計繰 0 10,028 10,028   1.

繰入金

  2. 介護保険特別会計繰入金 0 532 532   1. 介護保険特別会計 532 介護保険特別会計繰入金                               　532

計 70,731 70,690 141,421

（款）  19. 繰入金 （項）   1. 他会計繰入金

企業版ふるさと納 500 企業版ふるさと納税寄附金                             　500

税寄附金

  2.

ふるさと基金寄附 70,000 ふるさと基金寄附金                                　70,000

金

  4. ふるさと寄附金 53,500 70,500 124,000   1.

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

（款）  18. 寄附金 （項）   1. 寄附金 （単位：千円）

節
目 補正前の額 補　正　額 計



△83,800 過疎対策事業債                                  　△83,800

過疎対策事業債 △3,600 過疎対策事業債                                   　△3,600

  7. 教育債 555,700 △83,800 471,900   1. 過疎対策事業債

  2.

緊急防災・減災事 9,800 緊急防災・減災事業債                               　9,800

業債

  3. 辺地対策事業債 3,800 辺地対策事業債                                     　3,800

  6. 消防債 8,400 6,200 14,600   1.

  5. 土木債 157,500 5,400 162,900   1. 過疎対策事業債 1,600 過疎対策事業債                                     　1,600

  3. 衛生債 127,300 △4,100 123,200   1. 過疎対策事業債 △4,100 過疎対策事業債                                   　△4,100

  2. 民生債 23,700 △4,200 19,500   1. 過疎対策事業債 △4,200 過疎対策事業債                                   　△4,200

（款）  22. 町債 （項）   1. 町債

  1. 総務債 22,800 4,000 26,800   1.

計 114,111 21,292 135,403

過疎対策事業債 4,000 過疎対策事業債                                     　4,000

高野山こども園派遣職員人件費受入                   　6,817

災害共済事業加入推進協力費                         　2,192

橋本周辺広域市町村圏組合賦課金等返還金             　9,009

コロナワクチン住所地外接種負担金                     　607

和歌山県市町村振興協会市町村交付金                 　1,941

  9. 雑入 95,827 20,554 116,381   1. 雑入 20,554 保険取扱手数料                                      　△12

消防退職基金受入 738 消防団員退職報償金                                   　738

金

  5. 消防退職基金受入金 2,588 738 3,326   1.

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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（款）  21. 諸収入 （項）   4. 雑入 （単位：千円）
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計 990,430 △76,200 914,230

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

旧事業債

  9. 災害復旧債 6,300 300 6,600   2.

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

（款）  22. 町債 （項）   1. 町債 （単位：千円）



及び交付金

和歌山県市町村総合事務組合納付金           　600 18. 負担金、補助 600

会計年度任用職員費用弁償                 　△214  8. 旅    　費 △214

会計年度任用職員法定福利費               　△702

  4. 共  済  費 △534 職員共済組合納付金                         　168

会計年度任用職員期末手当                 　△572

通勤手当                                    　49

期末勤勉手当                             　△558

住居手当                                    　84  3. 職員手当等 △997

職員給料                                   　683  2. 給    　料 683

△4,771   1. 報  　  酬 △2,117 会計年度任用職員報酬                   　△2,117

（款）   2. 総務費 （項）   1. 総務管理費

  1. 一般管理費 190,103 △2,579 187,524 2,192

△280

及び交付金

計 54,388 △280 54,108

和歌山県市町村総合事務組合納付金            　10 18. 負担金、補助 10

職員共済組合納付金                       　△215  4. 共  済  費 △215

期末勤勉手当                              　△76  3. 職員手当等 △76

職員給料                                     　1△280   2. 給    　料 1  1. 議会費 54,388 △280 54,108

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

- 17 -

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



修繕料                                     　125

補　正　第　５　号
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印刷製本費                                 　175

食糧費                                    　△10

燃料費                                      　62

消耗品費                                    　10 10. 需  用  費 362

職員共済組合納付金                        　△43  4. 共  済  費 △43

イベント等従事者時間外勤務手当           　△180

  3. 職員手当等 △274 期末勤勉手当                              　△94

職員共済組合納付金                         　235

  7. 地域振興費 142,135 △1,199 140,936 4,000 △265 △4,934

  4. 共  済  費 235

通勤手当                                     　3

期末勤勉手当                             　△396

扶養手当                                    　46  3. 職員手当等 △347

職員給料                                     　6△106   2. 給    　料 6

森林環境譲与税基金積立金                 　8,961

  6. 企画費 67,126 △106 67,020

ふるさと基金積立金                      　32,400

 24. 積  立  金 74,951 財政調整基金積立金                      　33,590

会計年度任用職員費用弁償                   　190

  5. 財産管理費 556,971 74,951 631,922 32,590 42,361

  8. 旅    　費 190

会計年度任用職員法定福利費                　△58

  4. 共  済  費 △37 職員共済組合納付金                          　21

会計年度任用職員期末手当                  　△21

期末勤勉手当                             　△100  3. 職員手当等 △121

会計年度任用職員報酬                      　△52△20   1. 報  　  酬 △52  4. 会計管理費 18,408 △20 18,388

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

（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 計 特　　定　　財　　源



  7. 報  償  費 22,000 謝礼品代                                　22,000

新型コロナウイルス対策消耗品費             　100

 20. 諸費 196,305 37,600 233,905 37,600

 10. 需  用  費 100

会計年度任用職員費用弁償                  　△11  8. 旅    　費 △11

職員共済組合納付金                        　△99  4. 共  済  費 △99

会計年度任用職員期末手当                  　△14

  3. 職員手当等 △156 期末勤勉手当                             　△142

  2. 給    　料 1 職員給料                                     　1

  1. 報  　  酬 127 会計年度任用職員報酬                       　127

職員共済組合納付金                       　△373

 12. 防災諸費 41,576 △38 41,538 △38

  4. 共  済  費 △373

通勤手当                                 　△110

期末勤勉手当                             　△591

寒冷地手当                                　△20

  3. 職員手当等 △843 住居手当                                 　△122

  2. 給    　料 △1,350 職員給料                               　△1,350  8. 支所費 57,886 △2,566 55,320 △2,566

借料

 13. 使用料及び賃 165 自動車使用料                               　165

 12. 委  託  料 △1,272 むらづくり支援業務委託料               　△1,272

地域づくり交流イベント出張手数料         　△125

損害保険料                                　△12 11. 役  務  費 △137  7. 地域振興費

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

- 19 -

（款）   2. 総務費 （項）   1. 総務管理費 （単位：千円）
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職員共済組合納付金                          　30

計 15,356 △21 15,335 △21

  4. 共  済  費 30

△21   3. 職員手当等 △51 期末勤勉手当                              　△51

台帳費

（款）   2. 総務費 （項）   3. 戸籍住民基本台帳費

  1. 戸籍住民基本 15,356 △21 15,335

△334計 23,569 △334 23,235

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

  3. 職員手当等 △124 期末勤勉手当                             　△124

2 職員給料                                     　2△334   2. 給    　料

（款）   2. 総務費 （項）   2. 徴税費

  1. 税務総務費 21,162 △334 20,828

計 1,349,466 106,043 1,455,509 4,000 72,117 29,926

借料

 13. 使用料及び賃 8,900 ふるさと納税システム使用料               　8,900

 12. 委  託  料 1,220 ふるさと納税業務委託費                   　1,220

謝礼品送料                               　5,250

郵送料                                     　230 11. 役  務  費 5,480

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

（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 計 特　　定　　財　　源



  3. 職員手当等 △70 期末勤勉手当                              　△70

  2. 給    　料 1 職員給料                                     　1

取扱費

後期高齢者医療会計繰出金                 　△778

  3. 国民年金事務 10,206 295 10,501 295

 27. 繰  出  金 △807 介護保険会計繰出金                        　△29

費

国民健康保険会計繰出金                 　△4,720

  2. 老人福祉総務 260,290 △807 259,483 △584 △4,600 4,377

 27. 繰  出  金 △4,720

職員共済組合納付金                          　67  4. 共  済  費 67

通勤手当                                     　1

  3. 職員手当等 △230 期末勤勉手当                             　△231

2 職員給料                                     　2

費

△553 △500 △3,828   2. 給    　料

（款）   3. 民生費 （項）   1. 社会福祉費

  1. 社会福祉総務 210,509 △4,881 205,628

会計年度任用職員法定福利費               　△407

計 219,022 △2,285 216,737 △2,285

  4. 共  済  費 △429 職員共済組合納付金                        　△22

会計年度任用職員期末手当                 　△360

期末勤勉手当                              　△59  3. 職員手当等 △419

職員給料                                     　1  2. 給    　料 1

会計年度任用職員報酬                   　△1,438△2,285   1. 報  　  酬 △1,438  2. 地籍調査費 218,433 △2,285 216,148

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

（款）   2. 総務費 （項）   5. 統計調査費 （単位：千円）

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

- 21 -



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

補　正　第　５　号
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会計年度任用職員費用弁償                  　△81

  8. 学童保育費 7,621 △414 7,207 △414

  8. 旅    　費 △81

会計年度任用職員法定福利費               　△104  4. 共  済  費 △104

会計年度任用職員期末手当                     　3  3. 職員手当等 3

会計年度任用職員報酬                        　27

業費

△155   1. 報  　  酬 27  7. 子育て支援事 8,273 △155 8,118

園児送迎委託料                             　868

費

600 268  12. 委  託  料 868

 12. 委  託  料 583 システム改修委託料                         　583

  5. 認定こども園 76,078 868 76,946

在宅育児支援扶助費                       　△540

  3. 児童措置費 28,968 583 29,551 583

 19. 扶  助  費 △131 就学児医療扶助費                           　409

  8. 旅    　費 △78 研修旅費                                  　△78

  4. 共  済  費 57 職員共済組合納付金                          　57

△89 期末勤勉手当                              　△89

費

△294 300 6,817 △7,064   3. 職員手当等

（款）   3. 民生費 （項）   2. 児童福祉費

  1. 児童福祉総務 23,201 △241 22,960

職員共済組合納付金                         　364

計 505,424 △5,393 500,031 △1,137 △5,100 844

  4. 共  済  費 364

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

（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



  7. 報  償  費 90 予防接種健康被害調査委員会報償費            　90

  4. 共  済  費 86 会計年度任用職員法定福利費                  　86

会計年度任用職員期末手当                   　149

時間外勤務手当                           　2,000  3. 職員手当等 2,149ン接種事業費

会計年度任用職員報酬                       　548

イルスワクチ

607 △6,381   1. 報  　  酬 548

及び割引料

  5. 新型コロナウ 33,564 14,680 48,244 20,454

感染症予防事業費国庫補助金返還金           　546 22. 償還金、利子 546

システム改修委託料                       　3,3001,969  12. 委  託  料 3,300  2. 予防費 24,495 3,846 28,341 1,877

  4. 共  済  費 259 職員共済組合納付金                         　259

  3. 職員手当等 △182 期末勤勉手当                             　△182

1 職員給料                                     　1

費

78   2. 給    　料

（款）   4. 衛生費 （項）   1. 保健衛生費

  1. 保健衛生総務 28,298 78 28,376

会計年度任用職員費用弁償                  　△54

計 154,366 641 155,007 289 900 6,817 △7,365

  8. 旅    　費 △54

会計年度任用職員法定福利費               　△137  4. 共  済  費 △137

会計年度任用職員期末手当                 　△219  3. 職員手当等 △219  8. 学童保育費

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

- 23 -

（款）   3. 民生費 （項）   2. 児童福祉費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計



会計年度任用職員期末手当                  　△25
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  3. 職員手当等 △77 期末勤勉手当                              　△52

職員共済組合納付金                          　46

  2. 塵芥処理費 77,497 △208 77,289 △208

  4. 共  済  費 46

期末勤勉手当                              　△69  3. 職員手当等 △69

△22   2. 給    　料 1 職員給料                                     　1

（款）   4. 衛生費 （項）   3. 清掃費

  1. 清掃総務費 95,947 △22 95,925

607 △4,334

借料 施設使用料                                 　500

計 288,645 18,604 307,249 22,331

自動車リース料                           　△408 13. 使用料及び賃 92

予診票・接種券印刷業務委託料             　1,964

システム改修委託料                       　1,804

ワクチン接種委託料（集団）               　△140

ワクチン接種委託料（個別加算分）         　1,417

オペレーター業務委託料                   　3,262

 12. 委  託  料 10,581 ワクチン接種委託料                       　2,274

ワクチン接種委託費支払事務手数料           　122

電信料                                     　200

 11. 役  務  費 1,004 郵送料                                     　682

薬品費                                   　△250

消耗品費                                   　380 10. 需  用  費 130

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

（款）   4. 衛生費 （項）   1. 保健衛生費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額



  3. 職員手当等 △395 日直手当                                 　△395  6. 鳥獣対策費 5,969 △395 5,574 △395

及び交付金

 18. 負担金、補助 3 和歌山県ため池保全整備連絡協議会負担金       　3

借料

自動車使用料                             　△220 13. 使用料及び賃 △220

地域おこし協力隊事業委託料               　△600 12. 委  託  料 △600

燃料費                                    　△25 10. 需  用  費 △25

普通旅費                                 　△105△947   8. 旅    　費 △105  3. 農業振興費 12,637 △947 11,690

  4. 共  済  費 △6 職員共済組合納付金                         　△6

  3. 職員手当等 △39 期末勤勉手当                              　△39

  2. 給    　料 5 職員給料                                     　5

職員共済組合納付金                          　32

  2. 農業総務費 4,942 △40 4,902 △40

  4. 共  済  費 32

△16   3. 職員手当等 △48 期末勤勉手当                              　△48

（款）   6. 農林業費 （項）   1. 農業費

  1. 農業委員会費 9,696 △16 9,680

△230

会計年度任用職員法定福利費                　△59

計 173,444 △230 173,214

職員共済組合納付金                        　△72  4. 共  済  費 △131  2. 塵芥処理費

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

- 25 -

（款）   4. 衛生費 （項）   3. 清掃費 （単位：千円）



職員共済組合納付金                          　80
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  4. 共  済  費 △541

会計年度任用職員期末手当                 　△123

  3. 職員手当等 △266 期末勤勉手当                             　△143

△778 会計年度任用職員報酬                     　△778△1,300 △6,987   1. 報  　  酬

及び交付金

  3. 観光費 177,003 △8,287 168,716

9,540 高野町飲食・宿泊・サービス業等支援金     　9,5409,526 14  18. 負担金、補助

（款）   7. 商工費 （項）   1. 商工費

  2. 商工振興費 304,449 9,540 313,989

高野町森林経営管理事業委託料           　△7,244

計 34,859 △9,063 25,796 △9,063

 12. 委  託  料 △8,828 木育キャラバン業務委託料               　△1,584

 11. 役  務  費 △18 傷害保険料                                　△18

 10. 需  用  費 △115 消耗品費                                 　△115

職員共済組合納付金                        　△70

  2. 林業振興費 25,095 △8,961 16,134 △8,961

  4. 共  済  費 △70

△102   3. 職員手当等 △32 期末勤勉手当                              　△32

（款）   6. 農林業費 （項）   2. 林業費

  1. 林業総務費 4,891 △102 4,789

△1,398計 33,404 △1,398 32,006

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

（款）   6. 農林業費 （項）   1. 農業費 （単位：千円）

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



  4. 共  済  費 △53 会計年度任用職員法定福利費                　△53

  3. 職員手当等 △78 会計年度任用職員期末手当                  　△78

△125 会計年度任用職員報酬                     　△125△256   1. 報  　  酬

（款）   8. 土木費 （項）   2. 道路橋梁費

  1. 道路維持費 65,920 △256 65,664

職員共済組合納付金                          　48

計 39,142 △171 38,971 △171

  4. 共  済  費 48

通勤手当                                     　1

  3. 職員手当等 △222 期末勤勉手当                             　△223

3 職員給料                                     　3△171   2. 給    　料

（款）   8. 土木費 （項）   1. 土木管理費

  1. 土木総務費 39,142 △171 38,971

橋本・伊都広域観光協議会事業負担金     　△3,660

計 492,724 1,253 493,977 9,526 △1,300 △6,973

及び交付金 女人高野日本遺産協議会補助金           　△1,736

青葉祭補助金                           　△1,300 18. 負担金、補助 △6,696

会計年度任用職員費用弁償                   　△6  8. 旅    　費 △6

会計年度任用職員法定福利費               　△621  3. 観光費

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）   7. 商工費 （項）   1. 商工費 （単位：千円）
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 10. 需  用  費 1,021 修繕料                                   　1,021

  4. 共  済  費 △15 職員共済組合納付金                        　△15

958   3. 職員手当等 △48 期末勤勉手当                              　△48

（款）   8. 土木費 （項）   5. 住宅費

  1. 住宅管理費 15,573 958 16,531

△2,200 30計 30,878 △2,420 28,458 △250

△2,420 街なみ環境整備工事                     　△2,420

事業費

△250 △2,200 30  14. 工事請負費

（款）   8. 土木費 （項）   4. 都市計画費

  4. 都市環境整備 26,150 △2,420 23,730

橋梁修繕工事                            　28,480

計 235,520 17,462 252,982 10,046 7,600 △184

 14. 工事請負費 28,480

橋梁定期点検委託料                     　△5,200

費

8,600 135  12. 委  託  料 △5,200

トンネル修繕工事                         　3,009

  4. 橋梁新設改良 70,500 23,280 93,780 14,545

無電柱化工事                           　△4,500

 14. 工事請負費 △1,791 町道改修工事                             　△300

トンネル修繕測量設計委託料             　△3,509

トンネル点検委託料                       　△262

費

△1,000 △63  12. 委  託  料 △3,771  2. 道路新設改良 98,600 △5,562 93,038 △4,499

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

（款）   8. 土木費 （項）   2. 道路橋梁費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額



東近畿支部消防長会総会負担金               　△7

及び交付金 和歌山県消防長会定期総会負担金            　△24

消防学校入校負担金                        　△29 18. 負担金、補助 △137

自動心臓マッサージ器購入費               　△355 17. 備品購入費 △355

借料

 13. 使用料及び賃 50 コピー使用料                                　50

 12. 委  託  料 20 監視カメラメンテナンス委託料                　20

特別旅費                                 　△163

普通旅費                                 　△183  8. 旅    　費 △346

職員共済組合納付金                       　△951  4. 共  済  費 △951

通勤手当                                     　3

期末勤勉手当                             　△998

寒冷地手当                                　△20

  3. 職員手当等 △880 扶養手当                                   　135

12 職員給料                                    　12△3,600 3,245 △2,232   2. 給    　料

（款）   9. 消防費 （項）   1. 消防費

  1. 常備消防費 188,797 △2,587 186,210

公営住宅長寿命化改修工事                 　1,685

計 161,573 958 162,531 958

 14. 工事請負費 1,685

設計監理委託料                         　△1,685 12. 委  託  料 △1,685  2. 住宅建設費 146,000 0 146,000

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）   8. 土木費 （項）   5. 住宅費 （単位：千円）
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可搬式送水装置購入費                     　△264

計 225,199 6,571 231,770 6,200 3,983 △3,612

 17. 備品購入費 △503 消防団小型動力ポンプ購入費               　△239

 14. 工事請負費 10,356 仮眠室改修工事                          　10,356

和歌山県団長会総会分担金                  　△30

  3. 消防施設費 5,032 9,853 14,885 9,800 53

及び交付金

 18. 負担金、補助 △47 消防学校入校負担金                        　△17

ジェットシューター購入費                   　159

資機材購入費                              　△53 17. 備品購入費 106

借料

 13. 使用料及び賃 △389 バス借上料                               　△389

修繕料                                   　△120

食糧費                                   　△205 10. 需  用  費 △325

費用弁償                                 　△428  8. 旅    　費 △428

退団報償金                                 　738  7. 報  償  費 738

技術手当                                  　△46

警戒手当                                  　△36

訓練手当                                 　△268738 △1,433   1. 報  　  酬 △350

紀北地域救急業務高度化推進協議会総会負担金　△15

  2. 非常備消防費 31,370 △695 30,675

全国消防長会総会負担金                     　△8

全国消防長研修負担金                       　△9

和歌山県消防長会研修負担金                　△45

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

（款）   9. 消防費 （項）   1. 消防費 （単位：千円）



  3. 職員手当等 △576 会計年度任用職員期末手当                 　△576

△2,216 会計年度任用職員報酬                   　△2,216△2,939   1. 報  　  酬

（款）  10. 教育費 （項）   2. 小学校費

  1. 小学校管理費 25,456 △2,939 22,517

計 820,553 △453 820,100 △453

及び交付金

 18. 負担金、補助 △56 和歌山県市町村総合事務組合納付金          　△56

  8. 旅    　費 10 会計年度任用職員費用弁償                    　10

会計年度任用職員法定福利費               　△206

職員共済組合納付金                       　△348  4. 共  済  費 △554

会計年度任用職員期末手当                  　△50

通勤手当                                    　99

期末勤勉手当                             　△353

寒冷地手当                                　△20

児童手当                                    　30

住居手当                                   　168

管理職手当                                 　210

  3. 職員手当等 124 扶養手当                                    　40

  2. 給    　料 3 職員給料                                     　3

  1. 報  　  酬 △40 会計年度任用職員報酬                      　△40

教育参与報酬                                　60

  2. 事務局費 80,174 △513 79,661 △513

60   1. 報  　  酬 60  1. 教育委員会費 2,227 60 2,287

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

（款）  10. 教育費 （項）   1. 教育総務費 （単位：千円）

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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  3. 職員手当等 △38 期末勤勉手当                              　△38
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会計年度任用職員費用弁償                  　△10

  2. 公民館費 12,669 △71 12,598 △71

  8. 旅    　費 △10

会計年度任用職員法定福利費                　△57  4. 共  済  費 △57

会計年度任用職員期末手当                  　△23  3. 職員手当等 △23

134   1. 報  　  酬 224 会計年度任用職員報酬                       　224

費

（款）  10. 教育費 （項）   4. 社会教育費

  1. 社会教育総務 16,113 134 16,247

△90計 16,215 △90 16,125

  8. 旅    　費 △43 会計年度任用職員費用弁償                  　△43

  4. 共  済  費 △53 会計年度任用職員法定福利費                　△53

  3. 職員手当等 △37 会計年度任用職員期末手当                  　△37

43 会計年度任用職員報酬                        　43△90   1. 報  　  酬

（款）  10. 教育費 （項）   3. 中学校費

  1. 中学校管理費 10,712 △90 10,622

会計年度任用職員費用弁償                 　△147

計 30,829 △2,939 27,890 △2,939

  8. 旅    　費 △147

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

（款）  10. 教育費 （項）   2. 小学校費 （単位：千円）

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



及び割引料

2  22. 償還金、利子 2 町債償還元金                                 　2

（款）  12. 公債費 （項）   1. 公債費

  1. 元金 337,862 2 337,864

300 51 121計 3 1,026 1,029 554

費

121  14. 工事請負費 1,026 現年農地災害復旧工事費                   　1,026

施設災害復旧

（款）  11. 災害復旧費 （項）   1. 農林業施設災害復旧費

  1. 農地・農業用 1 1,026 1,027 554 300 51

△27計 22,545 △27 22,518

  4. 共  済  費 54 職員共済組合納付金                          　54

  3. 職員手当等 △82 期末勤勉手当                              　△82

1 職員給料                                     　1△27   2. 給    　料

（款）  10. 教育費 （項）   6. 文化財費

  1. 文化財管理費 17,351 △27 17,324

職員共済組合納付金                        　△33

計 35,108 63 35,171 63

  4. 共  済  費 △33  2. 公民館費

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

- 33 -

（款）  10. 教育費 （項）   4. 社会教育費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計
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81

81

計 28,545 81 28,626

（款）  14. 予備費 （項）   1. 予備費

  1. 予備費 28,545 81 28,626

2計 350,509 2 350,511

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

（款）  12. 公債費 （項）   1. 公債費 （単位：千円）
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