
計

  1. 町税

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額

３３９，１３２ ３，１４８ ３４２，２８０

１２９，５０１ ２，０１５ １３１，５１６  1. 町民税

１７２，６９２ △６１０ １７２，０８２  2. 固定資産税

１５，０００ １，７４３ １６，７４３  4. 町たばこ税

６７，７６１ △１，９０２ ６５，８５９  2. 地方譲与税

１０，０００ △１，６７５ ８，３２５  1. 地方揮発油譲与税

２４，０００ △１９５ ２３，８０５  2. 自動車重量譲与税

３３，７６１ △３２ ３３，７２９  3. 森林環境譲与税

５００ △１２９ ３７１  3. 利子割交付金

５００ △１２９ ３７１  1. 利子割交付金

２，０００ ９４１ ２，９４１  4. 配当割交付金

２，０００ ９４１ ２，９４１  1. 配当割交付金

１，９００ １，３５６ ３，２５６  5. 株式等譲渡所得割交付金

１，９００ １，３５６ ３，２５６  1. 株式等譲渡所得割交付金

３，６１０ １，２３５ ４，８４５  6. 法人事業税交付金

３，６１０ １，２３５ ４，８４５  1. 法人事業税交付金

７３，６００ １５，５６０ ８９，１６０  7. 地方消費税交付金
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第 １ 表　　　  歳  入  歳  出　予  算  補  正　（第　１０　号）
歳　入 （単位：千円）



款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

（単位：千円）

７３，６００ １５，５６０ ８９，１６０  1. 地方消費税交付金

２，７００ １，３２８ ４，０２８  8. ゴルフ場利用税交付金

２，７００ １，３２８ ４，０２８  1. ゴルフ場利用税交付金

４，０２４ △１，３５９ ２，６６５  9. 環境性能割交付金

４，０２４ △１，３５９ ２，６６５  1. 環境性能割交付金

７，８０８ △２６７ ７，５４１ 10. 地方特例交付金

１，５００ △２７６ １，２２４  1. 地方特例交付金

  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

２，１７１，４８８

６，３０８ ９ ６，３１７

２，１８５，８４５ △１４，３５７ 11. 地方交付税

４９０

  1. 地方交付税 ２，１８５，８４５ △１４，３５７ ２，１７１，４８８

５００ △１０ 12. 交通安全対策特別交付金

２５，４０９

  1. 交通安全対策特別交付金 ５００ △１０ ４９０

２３，１５５ ２，２５４ 13. 分担金及び負担金

６８，４９１

  2. 負担金 ２２，８７６ ２，２５４ ２５，１３０

７２，５１５ △４，０２４ 14. 使用料及び手数料

  1. 使用料 ５８，１６０ △４，０２４ ５４，１３６
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款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

（単位：千円）

７２８，０４８ △４６，３８０ ６８１，６６８ 15. 国庫支出金

１０４，６５２ △２，０８８ １０２，５６４  1. 国庫負担金

６２２，１６７ △４４，２９２ ５７７，８７５  2. 国庫補助金

２３１，２９４ △２，５８９ ２２８，７０５ 16. 県支出金

１８９，３５７ ３１３ １８９，６７０  1. 県負担金

３１，８９６ △２，６５８ ２９，２３８  2. 県補助金

１０，０４１ △２４４ ９，７９７  3. 県委託金

５，４８７ △９１ ５，３９６ 17. 財産収入

５，４８７ △９１ ５，３９６  1. 財産運用収入

１４１，６７５ △５５，１６７ ８６，５０８ 18. 寄附金

１４１，６７５ △５５，１６７ ８６，５０８  1. 寄附金

５８６，６８０ △１６，９９２ ５６９，６８８ 19. 繰入金

５７４，１２０ △１６，９９２ ５５７，１２８  2. 基金繰入金

１３９，７９６ △３，９６８ １３５，８２８ 21. 諸収入

１３９，１８３ △３，９６８ １３５，２１５  4. 雑入

８９１，５３０ △２，５００ ８８９，０３０ 22. 町債

△２，５００ ８８９，０３０  1. 町債
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８９１，５３０



款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

（単位：千円）

１２７，４４０ １２７，４４０補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  分

５，６３７，０００ △１２３，９１３ ５，５１３，０８７歳                 入                 合                 計
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計

  1. 議会費

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額

５４，２２６ △２，８５１ ５１，３７５

５４，２２６ △２，８５１ ５１，３７５  1. 議会費

１，５８７，２０６ △７６，５０３ １，５１０，７０３  2. 総務費

  1. 総務管理費 １，３５１，４８９ △７５，２９６ １，２７６，１９３

２３，２３５ △５５０ ２２，６８５  2. 徴税費

１８９，２９７ △６５７ １８８，６４０  5. 統計調査費

７２８，３０３  3. 民生費

  1. 社会福祉費

７５３，４１５ △２５，１１２

５６７，０４８ △１９，０８４ ５４７，９６４

１８６，３１５ △６，０２８ １８０，２８７  2. 児童福祉費

  4. 衛生費 ７３３，６０７ △２８，３６４ ７０５，２４３

３０７，９２９ △１７，４５０ ２９０，４７９  1. 保健衛生費

１７３，２１４ △１，４８６ １７１，７２８  3. 清掃費

２４５，６４５ △９，４２８ ２３６，２１７  4. 上下水道費

  6. 農林業費 ５２，８２５ △４，４３７ ４８，３８８

３０，２５０ △２００ ３０，０５０

１８，３３８

  1. 農業費

  2. 林業費 ２２，５７５ △４，２３７

  7. 商工費 ３７７，１３４ △７，３９８ ３６９，７３６
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歳　出 （単位：千円）



公債費 ３５０，５１１ △１，６５８ ３４８，８５３

△１，６５８ ３４８，８５３

文化財費 ２１，７５９ △４７０ ２１，２８９

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

（単位：千円）

  1. 商工費 ３７７，１３４ △７，３９８ ３６９，７３６

△２，０８３ ３８，４９１

４８８，５０２ △５，５４３ ４８２，９５９  8. 土木費

  1. 土木管理費 ３８，９７１ △７２７ ３８，２４４

社会教育費 ３３，１２２ △７，１４９ ２５，９７３

２６１，６８２ △３，７５１ ２５７，９３１

２４，１０１

  2. 道路橋梁費

  4. 都市計画費 ２５，０５９ △９５８

△１，５０５ １４，１２４

１６２，５３１ △１０７ １６２，４２４  5. 住宅費

２３４，３０２ △７，２８４ ２２７，０１８  9. 消防費

２３４，３０２ △７，２８４ ２２７，０１８  1. 消防費

９４１，０２２

８１５，１３６

小学校費 ２６，８７０ △８６１ ２６，００９

９５３，９９５ △１２，９７３

△９０５教育総務費 ８１６，０４１  1.

 10. 教育費

中学校費 １５，６２９

  2.

  3.

保健体育費 ４０，５７４  5.

  4.

３５０，５１１ 12. 公債費

  6.

  1.
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款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

（単位：千円）

３２，０９０ ４８，２１０ ８０，３００ 14. 予備費

３２，０９０ ４８，２１０ ８０，３００  1. 予備費

５，６３７，０００ △１２３，９１３ ５，５１３，０８７

１９，１８７ １９，１８７
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補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  分

歳                 出                 合                 計
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第２表　　繰越明許費の補正
（追加） （単位：千円）

款

⑪災害復旧費

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　か　か　る　分 609,220

計 609,999

項 事　　業　　名 金　　額

１．農林業施設災害復旧費 農地・農業用施設災害復旧工事 779



－ 10 －

　　　

限度額
起債の
方法

利 率 償還の方法 限度額
起債の
方法

利 率 償還の方法

千円 千円

707,300
証書又は
証券借入

４．５％以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる政
府資金及び地方公
共団体金融機構資
金について、利率
の見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）

償還方法 ・期限に
ついては、借入先
の条件に従う。但
し、町財政の事情
により償還期間を
短縮し、若しくは繰
上げ償還又は低利
に借換えすることが
出来る。

707,100
証書又は
証券借入

４．５％以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる政
府資金及び地方公
共団体金融機構資
金について、利率
の見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）

償還方法 ・期限に
ついては、借入先
の条件に従う。但
し、町財政の事情
により償還期間を
短縮し、若しくは繰
上げ償還又は低利
に借換えすることが
出来る。

79,400 〃 〃 〃 77,100 〃 〃 〃

104,830 〃 〃 〃 104,830 〃 〃 〃

891,530 889,030

補　　　　　　　正　　　　　　　後
起 債 の 目 的

第３表　　地方債の補正

計

過 疎 対 策 事 業

補 正 さ れ な か っ た 地 方 債

補 　　　　　 　正　　　　 　　前

公 営 住 宅 建 設 事 業 債
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歳　入　歳　出　補  正  予　算　事　項　別　明　細　書　（第　１０　号）
１  総　括

（歳　入） （単位：千円）

△９１ ５，３９６ 17. 財産収入 ５，４８７

△２，５８９ ２２８，７０５ 16. 県支出金 ２３１，２９４

△４６，３８０ ６８１，６６８ 15. 国庫支出金 ７２８，０４８

△４，０２４ ６８，４９１ 14. 使用料及び手数料 ７２，５１５

２，２５４ ２５，４０９ 13. 分担金及び負担金 ２３，１５５

△１０ ４９０ 12. 交通安全対策特別交付金 ５００

△１４，３５７ ２，１７１，４８８ 11. 地方交付税 ２，１８５，８４５

△２６７ ７，５４１ 10. 地方特例交付金 ７，８０８

△１，３５９ ２，６６５  9. 環境性能割交付金 ４，０２４

１，３２８ ４，０２８  8. ゴルフ場利用税交付金 ２，７００

１５，５６０ ８９，１６０  7. 地方消費税交付金 ７３，６００

１，２３５ ４，８４５  6. 法人事業税交付金 ３，６１０

１，３５６ ３，２５６  5. 株式等譲渡所得割交付金 １，９００

９４１ ２，９４１  4. 配当割交付金 ２，０００

６５，８５９

５００ △１２９ ３７１

６７，７６１ △１，９０２  2. 地方譲与税

  3. 利子割交付金

３，１４８ ３４２，２８０  1. 町税 ３３９，１３２

計款 補 正 前 の 額 補　正　額



５，５１３，０８７５，６３７，０００歳          入          合          計 △１２３，９１３

△２，５００ ８８９，０３０ 22. 町債 ８９１，５３０

△３，９６８ １３５，８２８ 21. 諸収入 １３９，７９６

０ １２７，４４０ 20. 繰越金 １２７，４４０

８６，５０８

 19. 繰入金 ５８６，６８０ △１６，９９２ ５６９，６８８

 18. 寄附金 １４１，６７５ △５５，１６７

款 補 正 前 の 額 補　正　額 計

（単位：千円）
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（歳　出） （単位：千円）
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△４８，９６９ △２，５００ △７６，９２７ ４，４８３５，６３７，０００ △１２３，９１３ ５，５１３，０８７歳    出    合    計

 14. 予備費 ３２，０９０ ４８，２１０ ８０，３００ ４８，２１０

１ 13. 諸支出金 １ ０

 12. 公債費 ３５０，５１１ △１，６５８ ３４８，８５３ △１，６５８

１９，１８４ 11. 災害復旧費 １９，１８４ ０

△７，２９４

 10. 教育費 ９５３，９９５ △１２，９７３ ９４１，０２２ △２６，４０３ ７，１００ １２，５４４ △６，２１４

２２７，０１８ １０  9. 消防費 ２３４，３０２ △７，２８４

２０，９１８

  8. 土木費 ４８８，５０２ △５，５４３ ４８２，９５９ １，５７０ △２，６００ △３，６２４ △８８９

３６９，７３６ △２３３ △１００ △２７，９８３  7. 商工費 ３７７，１３４ △７，３９８

  6. 農林業費 ５２，８２５ △４，４３７ ４８，３８８ △１７６ △４，２６１

２  5. 労働費 ２ ０

△３５，９３６

  4. 衛生費 ７３３，６０７ △２８，３６４ ７０５，２４３ △１８，８０４ △７，３００ △３，２１０ ９５０

７２８，３０３ △２，９２６ ５００ １３，２５０

５１，３７５

  3. 民生費 ７５３，４１５ △２５，１１２

  2. 総務費 １，５８７，２０６ △７６，５０３ １，５１０，７０３ △２，１７３ △１００ △６７，７３８ △６，４９２

  1. 議会費 ５４，２２６ △２，８５１

補　　正　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　正　額 計

△２，８５１

特 　　   定 　    財      源
一般財源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ  の  他



計
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補　正　第　１０　号

２　　歳　入

（款）   1. 町税 （項）   1. 町民税 （単位：千円）

計

計

（款）   1. 町税

計

地方揮発油譲与税                                 　△1,675

10,000 △1,675 8,325

8,325   1. 地方揮発油譲与税 △1,675  1. 地方揮発油譲与税 10,000 △1,675

（項）   1. 地方揮発油譲与税

15,000 1,743 16,743

（款）   2. 地方譲与税

（項）   4. 町たばこ税

  1. 町たばこ税 15,000 1,743 16,743   1. 現年課税分 1,743 町たばこ税                                         　1,743

家屋                                               　△610

172,692 △610 172,082

166,496   1. 現年課税分 △610  1. 固定資産税 167,106 △610

（款）   1. 町税 （項）   2. 固定資産税

176 滞納繰越分                                           　176

2,015 131,516

  2. 滞納繰越分

129,501

  1. 現年課税分 1,839 所得割                                             　1,839個人 116,042 2,015 118,057

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1.



（款）   2. 地方譲与税 （項）   2. 自動車重量譲与税 （単位：千円）

- 15 -

配当割交付金                                         　941

2,000 941計 2,941

（款）   4. 配当割交付金 （項）   1. 配当割交付金

  1. 配当割交付金 2,000 941 2,941   1. 配当割交付金 941

利子割交付金                                       　△129

500 △129計 371

（款）   3. 利子割交付金 （項）   1. 利子割交付金

  1. 利子割交付金 500 △129 371   1. 利子割交付金 △129

△32 森林環境譲与税                                      　△32

33,761 △32計 33,729

（款）   2. 地方譲与税 （項）   3. 森林環境譲与税

  1. 森林環境譲与税 33,761 △32 33,729   1. 森林環境譲与税

自動車重量譲与税 △195 自動車重量譲与税                                   　△195

24,000 △195計 23,805

  1. 自動車重量譲与税 24,000 △195 23,805   1.

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



1,235 法人事業税交付金                                   　1,235

3,610 1,235 4,845

  1. 法人事業税交付金 3,610 1,235 4,845   1. 法人事業税交付金

1,900 1,356 3,256

株式等譲渡所得割交付金                             　1,356

交付金

3,256   1. 株式等譲渡所得割 1,356  1. 株式等譲渡所得割交付金 1,900 1,356

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

地方消費税交付金（一般財源分）                     　△35989,160   1. 地方消費税交付金 15,560  1. 地方消費税交付金 73,600 15,560

地方消費税交付金（社会保障財源分）                　15,919

（項）   1. ゴルフ場利用税交付金（款）   8. ゴルフ場利用税交付金

89,16073,600 15,560計

  1. ゴルフ場利用税交付金 2,700 1,328 4,028   1. ゴルフ場利用税交 1,328 ゴルフ場利用税交付金                               　1,328

付金

計

（款）   7. 地方消費税交付金 （項）   1. 地方消費税交付金

2,700 1,328 4,028計

- 16 -

補　正　第　１０　号

（款）   5. 株式等譲渡所得割交付金 （項）   1. 株式等譲渡所得割交付金 （単位：千円）

計

（款）   6. 法人事業税交付金 （項）   1. 法人事業税交付金



  1. 環境性能割交付金

節
目 補正前の額 補　正　額 計

環境性能割交付金

地方特例交付金                                     　△276

4,024 △1,359 2,665

1,224   1. 地方特例交付金 △276  1. 地方特例交付金 1,500 △276

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   　9

1,500 △276 1,224

6,317   1. 新型コロナウイル 9  1. 新型コロナウイルス感染症 6,308 9

対策地方税減収補填特別交 ス感染症対策地方

付金 税減収補填特別交

付金

6,308 9

  1. 地方交付税 2,185,845 △14,357   1. 地方交付税 △14,357

- 17 -

2,171,488

（単位：千円）

計

（款）  10. 地方特例交付金 （項）   1. 地方特例交付金

△1,359 環境性能割交付金                                 　△1,3594,024 △1,359 2,665  1.

計

（款）  11. 地方交付税 （項）   1. 地方交付税

2,185,845 △14,357計

特別交付税                                      　△14,3572,171,488

（款）   9. 環境性能割交付金 （項）   1. 環境性能割交付金

計

（款）  10. 地方特例交付金

6,317

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

（項）   2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収



節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 交通安全対策特別交付金 500 △10 490   1. 交通安全対策特別 △10 交通安全対策特別交付金                              　△10

交付金

観光施設管理負担金                                 　2,300

500 △10 490

22,104   1. 観光費負担金 2,254  2. 商工費負担金 19,850 2,254

22,876 2,254

金剛峯寺臨時駐車場警備負担金                        　△46

25,130

  2. 民生費使用料 72 △24 高野山多目的集会所使用料                            　△2448   1. 集会所使用料 △24

55,505 △3,640 公営住宅使用料                                   　△4,04051,865   1. 住宅費使用料 △4,040  5. 土木費使用料

  2. 住宅費使用料滞納 400

町民体育館使用料                                   　△150

公営住宅使用料等滞納繰越分                           　400

繰越分

85   3. 社会教育費使用料 △360  6. 教育費使用料 445 △360

高野山会館使用料                                   　△110

公民館使用料                                       　△100

計

（款）  14. 使用料及び手数料 （項）   1. 使用料

58,160 △4,024 54,136計

- 18 -

補　正　第　１０　号

（款）  12. 交通安全対策特別交付金 （項）   1. 交通安全対策特別交付金 （単位：千円）

計

（款）  13. 分担金及び負担金 （項）   2. 負担金



節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 民生費国庫負担金 71,606 1,493 73,099   2. 児童手当国庫負担 1,493 被用者交付金（０歳～３歳未満）                     　△125

金 非被用者交付金                                       　392

被用者交付金（３歳以上中学校修了前）               　1,377

特例給付                                           　△151

  2. 衛生費国庫負担金 21,203 △3,581

△2,088

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金   　△3,58117,622   1. 衛生費国庫負担金 △3,581

  1. 総務費国庫補助金 139,240 △1,203 138,037   1. 総務費国庫補助金 △1,203 地方創生推進交付金                                 　△500

空き家対策総合支援事業国庫補助金                    　△98

地方創生テレワーク交付金                           　△605

  2. 民生費国庫補助金 109,588 △4,258 105,330   1. 社会福祉費国庫補 △3,494 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金（住民税非課税世帯等分

助金 ）                                               　△3,494

子どものための教育・保育給付費交付金               　△751  2. 児童福祉費国庫補 △764

保育士等処遇改善臨時特例交付金                      　△13助金

  3. 衛生費国庫補助金 94,470 △14,566 79,904   1. 衛生費国庫補助金 △14,566 水道施設整備費国庫補助金                         　△2,934

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

                                                　△11,632

  4. 土木費国庫補助金 188,255 1,929 190,184   1. 住宅・建築物耐震 △186 住宅・建築物耐震改修等事業国庫補助金               　△186

改修等事業国庫補

（款）  15. 国庫支出金 （項）   2. 国庫補助金

- 19 -

助金

（款）  15. 国庫支出金 （項）   1. 国庫負担金 （単位：千円）

計 102,564104,652



節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 20 -

  2. 社会資本整備総合 2,115 社会資本整備総合交付金                             　2,115

交付金

観光地の「まちあるき」の満足度向上事業国庫補助金    　△39

  5. 教育費国庫補助金 85,274 △25,961 59,313   1. 教育費国庫補助金 △25,961 学校施設環境改善交付金                          　△25,961

5,107   1. 商工費国庫補助金 △233  6. 商工費国庫補助金 5,340 △233

△44,292

既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業補助金       　△194

  2. 民生費県負担金 56,503 313 56,816   1. 社会福祉費県負担 △78 民生委員・児童委員活動費県負担金                    　△64

金 民生委員推薦会県負担金                              　△14

被用者児童手当県負担金                              　△13  2. 被用者児童手当県 △13

負担金

  3. 被用者中学校修了 344 被用者（３歳～中学校修了）                           　344

前県負担金

非被用者児童手当県負担金                              　98  4. 非被用者児童手当 98

県負担金

189,357 313

特例給付                                            　△38  5. 特例給付県負担金 △38

（款）  16. 県支出金 （項）   1. 県負担金

計

補　正　第　１０　号

189,670

（款）  15. 国庫支出金 （項）   2. 国庫補助金 （単位：千円）

計 577,875622,167



節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 総務費県補助金 4,310 △801 3,509   1. 総務管理費県補助 △801 わかやま防災パワーアップ補助金                     　△373

金 和歌山県国土利用計画法施行事務市町村交付金            　19

人権啓発市町村助成事業県補助金                      　△40

地域課題解決型起業支援事業補助金                   　△250

高齢者地域福祉推進事業県補助金                      　△45

移住・交流推進事業補助金                           　△157

11,431   1. 社会福祉費県補助 △45  2. 民生費県補助金 12,487 △1,056

金

子どものための教育・保育給付費補助金               　△304

  2. 児童福祉費県補助 △1,011

木造住宅耐震改修補助事業県補助金                   　△359

子育て支援交付金                                   　△707

金

200   1. 木造住宅耐震改修 △359  5. 土木費県補助金 559 △359

補助事業県補助金

  6. 教育費県補助金 3,094 △442 2,652   1. 教育費県補助金 △442 放課後子ども教室推進事業費補助金                   　△111

子どもの居場所づくり推進事業費補助金               　△115

31,896 △2,658

訪問型家庭教育支援推進事業費補助金                 　△216

  1. 総務費県委託金 9,696 △169 9,527   4. 統計調査費県委託 △169

在宅育児支援給付委託金                              　△75

指定統計調査委託金                                 　△169

金

270   1. 児童福祉費県委託 △75  2. 民生費県委託金 345 △75

金

計

- 21 -

9,79710,041 △244

（項）   2. 県補助金 （単位：千円）

計

（款）  16. 県支出金 （項）   3. 県委託金

29,238

（款）  16. 県支出金



節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 利子及び配当金 4,230 △91 4,139   1. 利子及び配当金 △91

ふるさと基金利子                                    　△55

ふるさと基金寄附金                              　△55,167

5,487 △91 5,396

68,833   1. ふるさと基金寄附 △55,167  4. ふるさと寄附金 124,000 △55,167

141,675 △55,167

金

  3. 財政調整基金繰入金 9,650 △850 8,800   1. 財政調整基金繰入 △850

ふるさと応援寄附基金繰入金                      　△16,142

財政調整基金（旧紀伊丹生川ダム地域振興分）繰入金   　△850

金

540,837   1. ふるさと応援寄附 △16,142  4. ふるさと応援寄附基金繰入 556,979 △16,142

金 基金繰入金

（項）   4. 雑入（款）  21. 諸収入

557,128574,120 △16,992計

  4. 給食事業収入 10,408 △2,680 7,728   1. 学校給食費 △110 小学校給食費                                          　90

中学校給食費                                       　△200

（款）  18. 寄附金 （項）   1. 寄附金

計

（款）  19. 繰入金 （項）   2. 基金繰入金

86,508

（款）  17. 財産収入 （項）   1. 財産運用収入 （単位：千円）

計

財政調整基金利子                                    　△36

- 22 -

補　正　第　１０　号



節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分

こども園分                                       　△2,570

金　　額

  4. 給食事業収入   2. 受託給食費 △2,570

  9. 雑入 118,500 △1,288 117,212   1. 雑入 △1,288 消防団員福祉共済金                                    　10

国道３７１号線上における災害活動経費               　△120

重度心身障害児（者）医療費扶助高額療養費返還金       　223

施設利用協力金                                        　14

高齢者の保健事業と介護予防の一体的化事業受託料   　△1,455

コロナワクチン住所地外接種負担金                      　46

△3,968

新型コロナウイルス対策プレミアム商品券販売代金       　△6

  1. 総務債 23,100 △100 過疎対策事業債                                     　△10023,000   1. 過疎対策事業債 △100

  2. 民生債 19,000 500 過疎対策事業債                                       　50019,500   1. 過疎対策事業債 500

  3. 衛生債 105,500 △7,300 98,200   1. 過疎対策事業債 △7,300 過疎対策事業債                                     △7,300

過疎対策事業債                                     　△300

  4. 商工債 10,300 △100 10,200   1. 過疎対策事業債 △100 過疎対策事業債                                     　△100

160,300   1. 過疎対策事業債 △300

公営住宅建設事業債                               　△2,300

  5. 土木債 162,900 △2,600

（款）  22. 町債 （項）   1. 町債

  2. 公営住宅建設事業 △2,300

教育債

債

471,900 7,100

139,183

- 23 -

過疎対策事業債                                     　7,100479,000   1. 過疎対策事業債 7,100  7.

（款）  21. 諸収入 （項）   4. 雑入 （単位：千円）

計 135,215



区　　分 金　　額

- 24 -

891,530 △2,500

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

（款）  22. 町債 （項）   1. 町債 （単位：千円）

計

補　正　第　１０　号

889,030



３　　歳　出

△26,297599,730 △24,357 575,373

54,226 △2,851 51,375

（款）   2. 総務費

- 25 -

（款）   1. 議会費 （項）   1. 議会費 （単位：千円）

計

目 補正前の額 補　正　額 計

  1. 議会費

  6. 企画費 67,020 △1,837 職員共済組合納付金                       　△170△1,846   4. 共  済  費 △17065,183 9

ふるさと基金積立金                    　△26,366

森林環境譲与税基金積立金                 　3,661

△22,916 財政調整基金積立金                       　△211 24. 積  立  金

借料

 13. 使用料及び賃 △330 自動車借上料                             　△330

花壇整備委託料                           　△105

委  託  料 △1,1111,940  12. 財産管理システム保守委託料             　△1,006  5. 財産管理費

旧恩給組合負担金                       　△1,760

及び交付金 和歌山県市町村総合事務組合納付金         　△320

 18. 負担金、補助 △2,080

会計年度任用職員報酬                     　△125△2,151   1. 報  　  酬 △125185,319 △54  1. 一般管理費 187,524 △2,205

54,226 △2,851 51,375

（項）   1. 総務管理費

△2,851

  9. 交  際  費 △156 議会交際費                               　△156

議員普通旅費                             　△228

研修旅費                               　△1,200

普通旅費                                  　△98

費用弁償                                 　△214  8. 旅    　費 △1,740

議員報酬　議員                           　△955△2,851   1. 報  　  酬 △955

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



目 補正前の額 補　正　額 計

- 26 -

（款）   2. 総務費 （項）   1. 総務管理費 （単位：千円）

補　正　第　１０　号

わくわく地方創生移住支援事業補助金     　△1,000

及び交付金 移住奨励空き家活用事業補助金           　△1,019

定住促進補助金                           　△800 18. 負担金、補助 △2,819

パソコン購入費                           　△110

ワーケーション促進事業備品購入費         　△372備品購入費 △482 17.

                                         　△506

高野山森林公園サテライトオフィス整備工事費

ワーケーション促進事業工事費             　△196

借料 会場使用料                                　△80

 14. 工事請負費 △702

大学のふるさと協定事業委託料             　△365

 13. 使用料及び賃 △245 自動車使用料                             　△165

 12. 委  託  料 △512 デマンドタクシー運行委託料               　△147

郵送料                                   　△300 11. 役  務  費 △300

印刷製本費                                　△50

  7. 地域振興費 76,439 △5,870

光熱水費                                 　△330

消耗品費                                 　△330

燃料費                                   　△100

 10. 需  用  費 △810

食糧費                                   　△267

70,569 △1,610 △100 △10,661 6,501

 10. 需  用  費 △267

交  際  費 △200 交際費                                   　△200  9.

特別旅費                                 　△100

  8. 旅    　費 △1,200 普通旅費                               　△1,100

国県支出金 地 方 債 そ　の　他

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額



計

56,564 △10

補正前の額 補　正　額

55,064 1,500

目

  8. 支所費

1,709 △100 1,609

（款）   2. 総務費 （項）   1. 総務管理費 （単位：千円）

- 27 -

システム修正委託料                       　△330

 14. 電算管理費 44,014 △746

役  務  費 △380 清掃手数料                               　△380

△746  12. 委  託  料 △746 機器等保守点検委託料                     　△416

 11.

43,268

修繕料                                   　△183

光熱水費                                 　△161△540  10. 需  用  費 △3443,173 △184

及び交付金

 13. 集会所費 3,897 △724

 18. 負担金、補助 △781 自主防災組織補助金                       　△781

防災行政無線保守点検委託料               　△220

△600 庁舎用備品購入費                         　△600

修繕料                                   　△590

 17. 備品購入費

 12. 委  託  料 △220

食糧費                                   　△200

講師謝礼金                               　△150

 10. 需  用  費 △940 消耗品費                                 　△150

  7. 報  償  費

災害対応時間外勤務手当                 　△1,400  3. 職員手当等 △1,400

△150

報  　  酬 △100 会計年度任用職員報酬                     　△100△2,580   1. 12. 防災諸費 41,538 △4,191 37,347 △373 △1,238

費

 10. 交通安全対策 △100 カーブミラー設置工事                     　△100△100  14. 工事請負費

及び交付金

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

1,510  18. 負担金、補助 1,500 地域公共交通補助金                       　1,500



及び割引料

補　正　第　１０　号

計

（款）   2. 総務費

 15. インターネッ 8,146 △440 7,706

償還金、利子 △300 町税過誤納付金還付金                     　△300

時間外勤務手当                           　△250

  2. 賦課徴収費 2,407 △300 2,107 △300

△250   3.

 22.

職員手当等 △25020,578  1. 税務総務費 20,828 △250

（項）   2. 徴税費

1,351,489 △75,296 1,276,193 △1,974 △100 △76,451 3,229

及び割引料

△6,884 退職金償還金                           　△6,884 22. 償還金、利子

防犯灯設置補助金                         　△175

及び交付金 危険木除去補助金                         　△737

 18. 負担金、補助 △912

ふるさと納税システム使用料             　△5,800△5,800 13. 使用料及び賃

借料

 12. 委  託  料 △1,200 ふるさと納税業務委託費                 　△1,200

謝礼品送料                             　△4,500

広報費                                   　△500

 11. 役  務  費 △5,100 郵送料                                   　△100

△30 印刷製本費                                　△30 10. 需  用  費

△38,007 20. 諸費 233,905 △36,326 197,579 1,681   7. 報  償  費 △16,400 謝礼品代                              　△16,400

ト管理費

目 補正前の額 補　正　額

△440  11. 役  務  費 △440 電信料                                   　△440

（款）   2. 総務費 （項）   1. 総務管理費 （単位：千円）

計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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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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老人ホーム入所扶助費                     　△430扶  助  費 △430

国城寮分担金                           　△5,880

 19.

老人クラブ補助金                         　△120

及び交付金

 18. 負担金、補助 △6,000

光熱水費                                 　△100△9,261  10. 需  用  費 △100

 27. 繰  出  金 △2,559

臨時福祉給付金                         　△3,400

 18. 負担金、補助 △3,478

時間外勤務手当                            　△94

国民健康保険会計繰出金                 　△2,559

県民生児童委員活動費補助金                　△64

及び交付金 民生委員推薦会補助金                      　△14

（項）   1. 社会福祉費（款）   3. 民生費

  1. 社会福祉総務 281,975 △6,131 275,844 △3,572 △200 820 △3,179   3. 職員手当等 △94

計 8,713 △9,370189,297 △657 188,640

特別旅費                                 　△110

普通旅費                                 　△107

（単位：千円）

  8. 旅    　費 △217

報  　  酬 △440 地籍調査推進委員報酬                     　△440  1.  2. 地籍調査費 188,911 △657 188,254 8,713 △9,370

（款）   2. 総務費

（款）   2. 総務費 （項）   2. 徴税費

（項）   5. 統計調査費

説　　　　　　明

地 方 債 そ　の　他

△550

節
特　　定　　財　　源

一般財源

△550計

目 補正前の額 補　正　額

補　正　額　の　財　源　内　訳

22,685

計

23,235

費

240,091 △45 100 △976  2. 老人福祉総務 250,273 △10,182

費

区　　分 金　　額国県支出金



会計年度任用職員報酬                     　△300

補　正　第　１０　号

6,700  8. 学童保育費

報  　  酬 △156

1,146   1. 報  　  酬 △300△1,6537,207 △507

会計年度任用職員報酬                     　△156△130   1.

指定管理料                             　△1,981

園児送迎委託料                           　△116

△22,084  12. 委  託  料 △2,097

 19. 扶  助  費 △620 児童手当　被用者（０歳～３歳未満）       　△620

在宅育児支援扶助費                       　△150

  3. 児童措置費 29,551 △620 28,931 1,884 △2,504

△150 19.

△455  12.

扶  助  費

つくしんぼ園通所負担金                   　△100

及び交付金

 18. 負担金、補助 △100

子育て世帯臨時特別給付金システム改修委託料　△80

費

委  託  料 △80

計 △2,656 △12,711△100567,048 △19,084 547,964 △3,617

トレーニングマシン機器・システムリース料

借料                                        　△1,790

 13. 使用料及び賃 △1,790

定期訪問運動指導委託料                   　△432

フィットネスクラブ運営委託料             　△400

（款）   3. 民生費

介護保険会計繰出金                     　△3,652

△271  12. 委  託  料 △981 ボイラー保守点検委託料                   　△149

 27. 繰  出  金 △3,652

（項）   1. 社会福祉費 （単位：千円）

- 30 -

国県支出金 地 方 債 そ　の　他

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額

目 補正前の額 補　正　額 計

10,966 △2,771 8,195  4. 保健福祉セン

ター費

△2,500

  1. 児童福祉総務 53,960 △330 53,630 △75 200

（款）   3. 民生費 （項）   2. 児童福祉費

費

△13 20,000  5. 認定こども園 76,946 △2,097

  7. 子育て支援事 8,118 △156 7,962 △26

業費

74,849

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　　定　　財　　源



消耗教材費                               　△100 10. 需  用  費 △100

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

補　正　額 計

  8. 学童保育費

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

  9. 町外保育所費 3,761 △1,361 2,400 △1,055

△869  2. 予防費 28,341 △4,711 23,630

 10. 子育て世代包

 13.

△223

使用料及び賃 △107 施設使用料                                　△30

△1,361 保育所委託料                           　△1,361

バス借上料                                　△77借料

501  12. 委  託  料

760 △24 △710

△807

1,717 △957  12. 委  託  料 △957 産前産後支援事業委託料                   　△957

括支援センタ

ー事業費

報償費                                   　△190△3,842   7. 報  償  費 △190

△23,749

胃ガン検診委託料                         　△200

予防接種委託料                         　△1,760

 12. 委  託  料 △4,371

子宮ガン検診委託料                       　△250

乳ガン検診委託料                         　△461

インフルエンザ予防接種委託料             　△400

風しん抗体検査委託費                     　△900

風しん予防接種委託費                     　△100

動脈硬化検診委託料                       　△300

扶  助  費 △150 子どもインフルエンザ予防接種助成事業給付金 19.

                                         　△150

△100  3. 母子保健費 4,288 △1,450

（款）   4. 衛生費 （項）   1. 保健衛生費
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発達相談員報償費                         　△100△1,350   7. 報  償  費 △2382,838

（款）   3. 民生費 （項）   2. 児童福祉費 （単位：千円）

計 186,315 △6,028 180,287 691 200 16,830



目 補正前の額 補　正　額 計

37,635  5. 新型コロナウ 48,924 △11,289

イルスワクチ

ン接種事業費

そ　の　他

計 290,479 △15,213 △923307,929 △17,450

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

乳幼児健康診査看護師報償費               　△138

△772

費用弁償                                 　△240  8. 旅    　費 △240

 12. 委  託  料

妊婦健康診査費給付金                     　△200

妊婦検診委託料                           　△772

 19. 扶  助  費 △200

会計年度任用職員報酬                     　△580△15,213 46 3,878   1. 報  　  酬 △580

  3. 職員手当等 △2,160 時間外勤務手当                         　△2,000

会計年度任用職員期末手当                 　△160

  4. 共  済  費 △110 会計年度任用職員法定福利費               　△110

予防接種健康被害調査委員会報償費         　△180  7. 報  償  費 △180

 11. 役  務  費 △1,130 郵送料                                   　△700

電信料                                   　△130

ワクチン接種委託費支払事務手数料         　△300

 12. 委  託  料 △6,869 ワクチン接種委託料                       　△690

オペレーター業務委託料                 　△4,370

ワクチン接種委託料（個別加算分）         　△500

ワクチン接種委託料（集団）               　△600

医療廃棄物処理委託料                      　△39

予診票・接種券印刷業務委託料             　△670

施設使用料                               　△200

 13. 使用料及び賃 △260

借料

（款）   4. 衛生費 （項）   1. 保健衛生費 （単位：千円）

△1,314

自動車リース料                            　△60

- 32 -

補　正　第　１０　号



目 補正前の額 補　正　額 計

（款）   4. 衛生費

△51  1. 清掃総務費 95,925 △158 95,767

30,050 △176

地 方 債

30,250 △200

245,645 △9,428 236,217

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 そ　の　他

△107  18. 負担金、補助

及び交付金

需  用  費 △1,000 印刷製本費                             　△1,000

△158 し尿収集助成金                           　△158

  2. 塵芥処理費 △1,328  10.77,289 △1,328 75,961

 12. 委  託  料 △328 ごみ処理委託料                           　△220

法定検査委託料                           　△108

△1,435

171,217 △2,934 △7,100 △781 △1,289

171,728

  1. 上水道施設費 180,645 △9,428  12. 委  託  料1,387 花坂地区簡易水道施設実施設計業務委託料   　△782

筒香地区水道施設設計管理業務委託料       　△507

11,490

1,387△7,100 △781

  3. 農業振興費 11,690 △200 △176

△2,934

△24  10. 需  用  費 △100 印刷製本費                               　△100

 18. 負担金、補助 △100 研修会負担金                             　△100

及び交付金
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△24計

（款）   4. 衛生費 （項）   4. 上下水道費

計

（款）   6. 農林業費 （項）   1. 農業費

筒香地区水道施設新設工事費             　△8,139 14. 工事請負費 △8,139

（項）   3. 清掃費 （単位：千円）

計 △51173,214 △1,486



補正前の額 補　正　額 計

  2. 林業振興費 13,113 △3,687 9,426

目

  3. 林道維持費 4,672 △550

22,575 △4,237

4,122

18,338

そ　の　他

△3,687  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

委  託  料 △1,107 高野町森林経営管理集積計画作成業務委託料

△2,580 18. 負担金、補助

                                       　△1,107

除雪委託料                               　△550

高野町民有林間伐促進事業補助金         　△2,580

及び交付金

△4,237

207,789 △24,567

（款）   7. 商工費 （項）   1. 商工費

  2. 商工振興費 208,629 △840  18. 負担金、補助23,727 △840 新型コロナウイルス対策　高野町飲食・宿泊・サービ

ス業等支援金                             　△840及び交付金

  3. 観光費 157,416 △6,458 150,958 △233 △100 △3,416 会計年度任用職員報酬                     　△560△2,709   1. 報  　  酬 △560

イベント等従事者時間外勤務手当           　△122  3. 職員手当等 △122

 10. 需  用  費 △2,300 印刷製本費                             　△1,200

光熱水費                               　△1,100

 11. 役  務  費 △517 郵送料                                   　△140

ＷｉＦｉ整備手数料                        　△77

運搬料                                   　△190

動画変換手数料                           　△110

インターネット配信委託料                 　△110 12. 委  託  料 △1,164

自動扉保守点検委託料                      　△79

高野町団体旅行誘致推進事業委託料         　△857

（款）   6. 農林業費 （項）   2. 林業費 （単位：千円）

計

△550  12. 委  託  料 △550
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補　正　第　１０　号



目 補正前の額 補　正　額 計

地 方 債 そ　の　他

  3. 観光費

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

観光施設等清掃委託料                     　△118

 13. 使用料及び賃 △400 コピー使用料                             　△400

借料

 17. 備品購入費 △100 ＣＩＲ住居用備品購入費                   　△100

 18. 負担金、補助 △1,295 橋本・伊都広域観光協議会一時負担金     　△1,295

及び交付金

  4. 高野山森林公 11,056 △100 10,956 △100  10. 需  用  費 △100 修繕料                                   　△100

園管理費

△4,040 △288

△100 △27,983 20,918

  3. 職員手当等3,313  1. 土木総務費 38,971 △727 38,244 時間外勤務手当                           　△288

  8. 旅    　費 △105 普通旅費                                 　△105

 10. 需  用  費 △130 消耗品費                                 　△130

 18. 負担金、補助 △204 県道路協会負担金                         　△204

及び交付金

△4,04038,971 △727

（款）   8. 土木費 （項）   1. 土木管理費

計
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3,31338,244

（款）   7. 商工費 （項）   1. 商工費 （単位：千円）

計 377,134 △7,398 369,736 △233



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. 道路維持費 72,164 △3,751 68,413 448 △4,199   1. 報  　  酬 △682 会計年度任用職員報酬                     　△682

  3. 職員手当等 △183 会計年度任用職員期末手当                 　△183

 10. 需  用  費 △1,610 消耗品費                               　△1,430

燃料費                                   　△180

 12. 委  託  料 2,674 草刈委託料                               　△480

除雪委託料                               　3,264

廃棄物処分委託料                         　△110

 14. 工事請負費 △3,350 町道修繕工事                           　△2,930

町道筒香線交換条件工事                   　△420

 15. 原材料費 △600

現物支給用原材料費                       　△100

道路補修材                               　△500

△4,199

1,239 △545 △429 △320

448

  1. 都市計画総務 2,197 △958  10. 需  用  費16 修繕料                                   　△320

費

 12. 委  託  料 △240 耐震診断委託料                           　△240

 18. 負担金、補助 △398 耐震ベット・シェルター設置事業補助金     　△266

耐震補強設計・現地建替設計補助金         　△132及び交付金

△545 △42925,059 △958

（款）   8. 土木費 （項）   4. 都市計画費

計 1624,101

（款）   8. 土木費 （項）   2. 道路橋梁費 （単位：千円）

計 261,682 △3,751 257,931
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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

  1. 住宅管理費 16,531 △107 16,424 400 時間外勤務手当                           　△107△507   3. 職員手当等 △107

162,531 △107

  1. 常備消防費 187,913 △3,467 △3,467   3. 職員手当等

400

184,446

特殊勤務手当                             　△790

△1,817 時間外勤務手当                         　△1,027

 17. 備品購入費 △100 消防職員防火服購入費                     　△100

 18. 負担金、補助 △1,550 県総合防災情報システム運営負担金         　△250

及び交付金

                                       　△1,300

消防救急デジタル無線共通波システム定期交換負担金

△3,727   1. 報  　  酬 △3,13728,023 10  2. 非常備消防費 31,740 △3,717 副分団長報酬                              　△55

副部長報酬                                　△47

班長報酬                                  　△45

団員報酬                               　△1,400

出動手当                                 　△450

訓練手当                                 　△600

警戒手当                                 　△400

技術手当                                 　△140

 10. 需  用  費 △380 修繕料                                   　△380

 18. 負担金、補助 △200 伊都地域消防協会助成金                   　△200

（款）   9. 消防費 （項）   1. 消防費

△100

及び交付金
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 10. 需  用  費 △100 修繕料                                   　△100  3. 消防施設費 14,649 △100 14,549

（款）   8. 土木費 （項）   5. 住宅費 （単位：千円）

計 △507162,424



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

10 △7,294234,302 △7,284

  2. 事務局費 79,661 △100 79,561 会計年度任用職員報酬                     　△100△100   1. 報  　  酬 △100

  3. 教育諸費 39,734 △805 38,929 △1 △804   7. 報  償  費 △117 謝礼金                                   　△117

 10. 需  用  費 △240 修繕料                                   　△240

 13. 使用料及び賃 △240 公立学校情報機器整備事業（GIGA）に係るリース料

借料                                          　△240

備品購入費 △208 ネットワークセキュリティー機器購入費     　△208

△904

 17.

21,201 △1 △300

△1

  1. 小学校管理費 21,697 △496   1. 報  　  酬△495 会計年度任用職員報酬                     　△300

 12. 委  託  料 △196 プールろ過器装置保守点検委託料            　△46

草刈・伐採業務委託料                     　△150

  2. 教育振興費 5,173 △365 4,808 △375 10  10. 需  用  費 △255 義務教育無償化教材費                     　△255

 18. 負担金、補助 △110 総合学習支援事業補助金                    　△21

及び交付金 義務教育無償化修学旅行費等補助金          　△59

（款）  10. 教育費 （項）   1. 教育総務費

計

（款）  10. 教育費 （項）   2. 小学校費

816,041 △905 815,136

（款）   9. 消防費 （項）   1. 消防費 （単位：千円）

計 227,018
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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. 教育振興費

9,609

ふるさと教育推進校補助金                  　△30

26,870 △861

  1. 中学校管理費 10,664 △1,055 △1,055   1. 報  　  酬 △300 会計年度任用職員報酬                     　△300

 12. 委  託  料 △680 草刈・伐採委託料                         　△680

 18. 負担金、補助 △75 クラブ及びチーム活動補助金                　△75

31

及び交付金

 10. 需  用  費 △1564,361 △481  2. 教育振興費 4,811 △450 義務教育無償化教材費                     　△156

 18. 負担金、補助 △294 中体連等参加補助金                       　△217

義務教育無償化修学旅行費等補助金          　△77及び交付金

△481

  1. 社会教育総務 15,651 △6,750 8,901 △442

15,629 △1,505

△1,529 △4,779   1. 報  　  酬 △100 会計年度任用職員報酬                     　△100

費

  7. 報  償  費 △569 子どもの居場所づくり推進事業報償費       　△173

放課後子ども教室推進事業報償費           　△168
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訪問型家庭教育支援推進事業報償費         　△228

計

（款）  10. 教育費 （項）   4. 社会教育費

△1,02414,124

△48526,009

（款）  10. 教育費 （項）   3. 中学校費

△376

（款）  10. 教育費 （項）   2. 小学校費 （単位：千円）

計



補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額

 10. 需  用  費

区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

燃料費                                    　△35

△200 消耗品費                                 　△165

 12. 委  託  料 △1,080 まちかどサロン管理委託料               　△1,080

 18. 負担金、補助 △4,801 北紀太鼓フェスティバル実行委員会負担金   　△715

及び交付金

負担金                                 　△4,086

高野山国際こどもコーラスフェスティバル実行委員会

244   8. 旅    　費 △18912,229 △613  2. 公民館費 12,598 △369 費用弁償                                  　△98

普通旅費                                  　△63

特別旅費                                  　△28

 11. 役  務  費 △100 郵送料                                   　△100

 13. 使用料及び賃 △80 大型バス借上料                            　△80

借料

  3. 社会体育費 2,370 △30 2,340 △450 消耗品費                                  　△30420  10. 需  用  費 △30

△442 △2,59233,122 △7,149

  1. 保健体育総務 1,871 △112 1,759 △112   1. 報  　  酬 △112 学校医報酬                                　△46

費 学校歯科医報酬                            　△33

 12. 委  託  料

学校薬剤師報酬                            　△33

709  2. 給食センター 38,703 △1,971

（款）  10. 教育費 （項）   5. 保健体育費

△1,97136,732 △2,680 給食調理及び配送業務委託料             　△1,971

費

（款）  10. 教育費 （項）   4. 社会教育費 （単位：千円）

計 △4,11525,973
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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

40,574 △2,083

一般財源 区　　分

38,491 597

金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  1. 文化財管理費 16,694 △470 16,224 △470   1. 報  　  酬 △100 史跡金剛峯寺境内（奥院地区）大名墓総合調査委員報

酬                                       　△100

△370 文化財確認調査委託料                     　△370

△470

 12. 委  託  料

△1,658  22. 償還金、利子 △1,65810,979  2. 利子 12,637 △1,658 一時借入金利子                         　△1,500

町債償還利子                             　△158及び割引料

350,511 △1,658計

（項）   1. 予備費（款）  14. 予備費

△1,658348,853

  1. 予備費 32,090 48,210

計

48,21080,300

80,30032,090 48,210

（款）  12. 公債費 （項）   1. 公債費
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48,210

計 21,759 △470 21,289

（款）  10. 教育費 （項）   5. 保健体育費 （単位：千円）

計

（款）  10. 教育費 （項）   6. 文化財費

△2,680
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