
 平  成 ３０  年  度

 歳 入 歳 出 補 正 予 算 書

 （平成30年12月 第4回定例会） 

 福岡県糟屋郡須恵町 



議案第７１号 

平成30年度 須恵町一般会計補正予算（第４号）

 平成30年度須恵町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ６１４,７７７千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ８,８５０,８６９千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

                     平成３０年１２月 ６ 日提出 

須恵町長  平 松 秀 一 
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13 866,086 270,782 1,136,868

1 国庫負担金 794,070 26,000 820,070

2 国庫補助金 63,204 244,782 307,986

14 569,789 26,724 596,513

1 県負担金 417,226 13,000 430,226

2 県補助金 114,091 8,224 122,315

3 委託金 38,472 5,500 43,972

15 44,860 4,475 49,335

2 財産売払収入 15,655 4,475 20,130

17 250,005 △20,000 230,005

1 繰入金 250,005 △20,000 230,005

18 250,450 8,291 258,741

1 繰越金 250,450 8,291 258,741

19 133,371 5 133,376

3 雑入 131,360 5 131,365

20 484,400 324,500 808,900

1 町債 484,400 324,500 808,900

8,236,092 614,777 8,850,869

補　正　額

 千円

第１表 歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

町債

歳　　入　　合　　計

国庫支出金

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入
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1 107,664 47 107,711

1 議会費 107,664 47 107,711

2 1,068,608 △30,467 1,038,141

1 総務管理費 863,372 △29,203 834,169

2 徴税費 129,562 △1,672 127,890

3 戸籍住民基本台帳費 60,621 △6,386 54,235

4 選挙費 11,919 6,794 18,713

3 3,309,670 307,603 3,617,273

1 社会福祉費 1,851,542 71,140 1,922,682

2 児童福祉費 1,448,355 235,127 1,683,482

4 国民年金事務取扱費 7,943 1,336 9,279

4 913,205 △6,830 906,375

1 保健衛生費 289,597 △6,830 282,767

6 194,687 2,275 196,962

1 農業費 159,268 436 159,704

2 林業費 35,419 1,839 37,258

7 22,116 342 22,458

1 商工費 22,116 342 22,458

8 621,146 240 621,386

1 土木管理費 109,256 △3,319 105,937

4 都市計画費 44,913 3,559 48,472

9 381,689 323 382,012

1 消防費 381,689 323 382,012

10 1,062,022 341,244 1,403,266

1 教育総務費 196,946 384,885 581,831

2 小学校費 334,997 △30,551 304,446

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費
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3 中学校費 120,871 △4,801 116,070

4 幼稚園費 157,322 △20,091 137,231

5 社会教育費 207,103 11,802 218,905

8,236,092 614,777 8,850,869

 千円  千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円

歳　　出　　合　　計
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１．　追　 加

（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）

証書借入

　　　第２表　　地　方　債　補　正

起　債　の　目　的 限 度 額 起債の方法 利　　率 償  還  の  方  法

千円

4.0％以内 　政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

ては、その融資条件によ

る。その他の資金につい

ては、その債権者と協定

して記載する。ただし、

町財政の都合により短縮

し、もしくは繰上償還ま

たは低利に借換えするこ

とができる。

小 ・ 中 学 校 空 調 設 備
設 置 事 業 債

324,500
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事　　      項

4,860

412,735

21,280

 第３表     債 務 負 担 行 為 補 正

１．追　加

期　　　　　　　間 限  度  額

議 会 広 報 印 刷 製 本 費

千円

平成３１年度から平成３３年度まで

須 恵 町 包 括 業 務 委 託 平成３０年度から平成３３年度まで

広 報 す え 印 刷 製 本 費 平成３１年度から平成３３年度まで
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歳入歳出予算事項別明細書
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計 417,226 13,000 430,226

1 民生費県負担金 417,226 13,000 430,226

１４款　県支出金

　１項　県負担金

計 63,204 244,782 307,986

4 教育費国庫補助金 4,789 50,939 55,728

2 民生費国庫補助金 19,185 193,843 213,028

１３款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

計 794,070 26,000 820,070

 千円  千円  千円

1 民生費国庫負担金 793,990 26,000 819,990

目 補正前の額 補 正 額 計

１ 歳    入

１３款　国庫支出金

　１項　国庫負担金
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担金

援等諸費県負
障害者医療費県負担金 500

13,000 障害者自立支援給付費県負担金 12,5004 障害者自立支

庫補助金

5 教育総務費国 50,939 冷房設備対応臨時特例交付金 50,939

庫補助金

2 児童福祉費国 193,373 保育所等整備交付金 193,373

補助金

援等諸費国庫

470 地域生活支援事業費等国庫補助金 4701 障害者自立支

負担金

援等諸費国庫
障害者医療費国庫負担金 1,000

4 障害者自立支 26,000 障害者自立支援給付費国庫負担金 25,000

 千円  千円

節
説 明

区　　分 金　　額
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1 不動産売払収入 1 4,475 4,476

１５款　財産収入

　２項　財産売払収入

計 38,472 5,500 43,972

1 総務費委託金 37,928 5,500 43,428

１４款　県支出金

　３項　委託金

計 114,091 8,224 122,315

6 教育費県補助金 513 466 979

4 農林水産業費県補助金 14,108 1,817 15,925

2 民生費県補助金 95,147 5,941 101,088

 千円  千円  千円

１４款　県支出金

　２項　県補助金

目 補正前の額 補 正 額 計
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入

4,475 不動産売払収入 4,4751 不動産売払収

5,500 県知事、県議一般選挙事務委託金 5,5004 選挙費委託金

補助金

2 学校教育費県 466 スクールソーシャルワーカー配置事業費県補助金 466

金

2 林業費県補助 1,817 荒廃森林整備事業費県補助金 1,817

助金

援等諸費県補

5 障害者自立支 235 地域生活支援事業費等県補助金 235

助金

等医療費県補

4 ひとり親家庭 200 ひとり親家庭等医療費県補助金 200

療費県補助金

3 重度障害者医 3,006 重度障害者医療費県補助金 3,006

県補助金

2 子ども医療費 2,500 子ども医療費県補助金 2,500

説 明
区　　分 金　　額

 千円  千円

節
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計 484,400 324,500 808,900

4 教育債 63,700 324,500 388,200

２０款　町債

　１項　町債

計 131,360 5 131,365

1 雑入 131,360 5 131,365

１９款　諸収入

　３項　雑入

計 250,450 8,291 258,741

1 繰越金 250,450 8,291 258,741

１８款　繰越金

　１項　繰越金

計 250,005 △20,000 230,005

1 基金繰入金 250,001 △20,000 230,001

１７款　繰入金

　１項　繰入金

計 15,655 4,475 20,130

 千円  千円  千円

　２項　財産売払収入

目 補正前の額 補 正 額 計

１５款　財産収入
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整備事業債

324,500 小・中学校空調設備設置事業債 324,5002 学校教育施設

介護ロボット等導入支援特別事業費補助金返還金 5
5 健康福祉課2 民生費雑入

8,291 前年度繰越金 8,2911 繰越金

繰入金

△20,000 財政調整基金繰入金 △20,0001 財政調整基金

金　　額

 千円  千円

節
説 明

区　　分
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2486 財産管理費 154,163 248 154,411

△37,5921 一般管理費 445,281 △37,592 407,689

　２款　総務費

　１項　総務管理費

0 47計 107,664 47 107,711 0 0

471 議会費 107,664 47 107,711

 千円  千円

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

２ 歳    出

　１款　議会費

　１項　議会費
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庁舎１階窓口改修に伴う電話配線整備業務委託料 746
庁舎非常用電源設備改修工事基本設計業務委託料 △756

総 務 課13 委託料 △10

庁舎木彫品輸送料 258
総 務 課12 役務費 258

借料
借家敷金 260
借家料 52014 使用料及び賃 780

包括業務委託料 △36,916
総 務 課13 委託料 △36,916

引越料 21012 役務費 210

消耗品費 37011 需用費 370

包括業務委託準備臨時雇賃金 △578
総 務 課7 賃金 △578

4 共済費 752 職員共済組合負担金 752

職員退職手当組合負担金 △132
嘱託員期末手当 △28

44嘱託員時間外手当
児童手当 △430
勤勉手当 △43

△130期末手当
管理職手当 △48
時間外手当 1,800

△70通勤手当
住居手当 △11
地域手当 △109

△258扶養手当
特別職期末手当 △1,523

3 職員手当等 △907 特別職地域手当 31

嘱託員給料 △300
職員給料 △1,516
特別職給料 5132 給料 △1,303

職員共済組合負担金 47
総 務 課4 共済費 47

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明
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本台帳費

△6,386

　３項　戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基 60,621 △6,386 54,235

　２款　総務費

計 129,562 △1,672 127,890 0 0 0 △1,672

△1,6721 税務総務費 112,370 △1,672 110,698

　２款　総務費

　２項　徴税費

4,475 △33,678計 863,372 △29,203 834,169 0 0

費

ィバス運行

1,85315 コミュニテ 21,362 1,853 23,215

1,81313 電算管理費 142,904 1,813 144,717

4,475

財産収入

4,4759 基金費 5,077 4,475 9,552

 千円 千円  千円  千円  千円  千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

　２款　総務費

　１項　総務管理費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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住居手当 △300
地域手当 △156

△1983 職員手当等 △2,190 扶養手当

△2,397 職員給料 △2,3972 給料

135 職員共済組合負担金 1354 共済費

職員退職手当組合負担金 △333
勤勉手当 △330
期末手当 △431
時間外手当 640
通勤手当 85
地域手当 △81
扶養手当 1563 職員手当等 △294

職員給料 △1,5132 給料 △1,513

修繕料 1,500
印刷製本費 58
燃料費 160
消耗品費 13511 需用費 1,853

ネットワーク運用保守委託料 1,61313 委託料 1,613

消耗品費 20011 需用費 200

不動産売払収入分 4,475
財政調整基金積立金25 積立金 4,475

 千円 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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0 1,294計 11,919 6,794 18,713 5,500 0

選挙費

6615 町議会議員 0 661 661

費 5,500

県支出金議一般選挙

6334 県知事、県 0 6,133 6,133 5,500

　２款　総務費

　４項　選挙費

0 △6,386計 60,621 △6,386 54,235 0 0

 千円

その他

 千円 千円  千円  千円  千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債

　２款　総務費

　３項　戸籍住民基本台帳費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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印刷製本費 278
37311 需用費 651 消耗品費

10 選挙管理委員会委員等費用弁償 109 旅費

借料 個人演説会会場使用料 30
ポスター掲示板リース料 606

14 使用料及び賃 1,054 パソコン借上料 418

選挙人名簿システム改修業務委託料 405
入場券印刷裁断管理委託料 300

50113 委託料 1,206 選挙公報配布委託料

交付機等保守点検料 623
通信運搬費 1,39512 役務費 2,018

食糧費 39
23011 需用費 269 消耗品費

選挙管理委員会委員等費用弁償 14
普通旅費 59 旅費 19

臨時雇賃金 8187 賃金 818

投票・開票事務従事者時間外手当 4003 職員手当等 400

期日前投票所投票管理者及び投票立会人報酬 3491 報酬 349

7 賃金 △1,257
包括業務委託準備臨時雇賃金 △272
個人番号カード関連臨時雇賃金 △985

4 共済費 △542 職員共済組合負担金 △542

職員退職手当組合負担金 △528
勤勉手当 △417
期末手当 △667
時間外手当 100
通勤手当 △24

 千円 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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5

諸収入業費

5 4007 介護保険事 324,843 405 325,248

策費 200

庭等医療対 県支出金

2005 ひとり親家 19,307 400 19,707 200

3,006

県支出金医療対策費

3,0074 重度障害者 66,896 6,013 72,909 3,006

22 老人福祉費 41,486 2 41,488

務費

△8,3501 社会福祉総 401,465 △8,350 393,115

 千円 千円  千円  千円  千円  千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

　３款　民生費

　１項　社会福祉費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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及び割引料

介護ロボット等導入支援特別事業費国庫補助金返還金 523 償還金、利子 5

4 共済費 84 職員共済組合負担金 84

職員退職手当組合負担金 49
勤勉手当 55

80期末手当
時間外手当 29
住居手当 △135

143 職員手当等 92 地域手当

224 職員給料 2242 給料

20 扶助費 400 ひとり親家庭等医療費 400

重度障害者医療費 6,00020 扶助費 6,000

審査支払手数料 1313 委託料 13

及び割引料

老人福祉事業費補助金返還金 223 償還金、利子 2

国民健康保険給与費等繰出金 △6,80828 繰出金 △6,808

職員共済組合負担金 3844 共済費 384

123職員退職手当組合負担金
嘱託員期末手当 △407
嘱託員通勤手当 △42

16勤勉手当
期末手当 41
時間外手当 62

138通勤手当
住居手当 153
地域手当 38

783 職員手当等 200 扶養手当

嘱託員給料 △2,683
職員給料 5572 給料 △2,126

 千円 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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3,7123 保育総務費 229,778 3,712 233,490

9,6152 児童措置費 600,601 9,615 610,216

務費

1231 児童福祉総 16,856 123 16,979

　３款　民生費

　２項　児童福祉費

5 28,224計 1,851,542 71,140 1,922,682 42,911 0

13,235

県支出金

26,470

費 国庫支出金

31,80410 障害者福祉 528,605 71,509 600,114 39,705

運営費

援センター

2139 地域包括支 44,307 213 44,520

策費

9488 介護予防対 17,890 948 18,838

 千円  千円  千円  千円

一般財源
国県支出金 地方債

 千円

目 補正前の額 補正額 計

 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

その他

　３款　民生費

　１項　社会福祉費

補　正　額　の　財　源　内　訳

- 22 -



児童手当 75
△58勤勉手当

期末手当 377
時間外手当 310

△169通勤手当
住居手当 246
地域手当 47

123 職員手当等 262 扶養手当

保育嘱託員給料 △3,265
職員給料 7692 給料 △2,496

及び割引料

児童手当等国県負担金返還金 62523 償還金、利子 625

児童手当 8,99020 扶助費 8,990

職員共済組合負担金 444 共済費 44

時間外手当 793 職員手当等 79

及び割引料

障害者福祉費国県負担金補助金返還金 18,52923 償還金、利子 18,529

50,000障害者支援費・自立支援給付費
障害者日常生活用具給付費 400

20 扶助費 52,400 自立支援医療給付費 2,000

障害者福祉システム変更業務委託料 540
13 委託料 580 自立支援給付費審査支払手数料 40

職員共済組合負担金 444 共済費 44

時間外手当 1693 職員手当等 169

及び割引料

介護保険地域支援事業交付金返還金 94823 償還金、利子 948

千円

区　　分 金　　額

 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明

- 23 -



計 1,448,355 235,127 1,683,482 195,873 0 0 39,254

事業費

1,35510 子育て支援 68,261 1,355 69,616

2,500

県支出金対策費

2,5009 子ども医療 82,533 5,000 87,533 2,500

193,373

杜保育園費 国庫支出金

193,373 30,0846 わかすぎの 125,382 223,457 348,839

児園費

△8,1354 アザレア幼 97,463 △8,135 89,328

 千円 千円  千円  千円  千円  千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

　３款　民生費

　２項　児童福祉費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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297 職員共済組合負担金 2974 共済費

職員退職手当組合負担金 101
児童手当 80
勤勉手当 106
期末手当 182
通勤手当 △24
地域手当 35
扶養手当 1203 職員手当等 600

職員給料 4582 給料 458

子ども医療費 5,00020 扶助費 5,000

び賠償金

5,91322 補償、補填及 5,913 保育所等整備事業補償金

及び交付金

217,544 保育所等整備事業費補助金 217,54419 負担金、補助

7 賃金 △8,135 臨時保育士幼稚園教諭雇賃金 △8,135

5,744 保育士派遣業務委託料 5,74413 委託料

職員共済組合負担金 202
4 共済費 202 総 務 課

職員退職手当組合負担金 403
保育嘱託員期末手当 △561
保育嘱託員通勤手当 75
嘱託員担任手当 △630
嘱託員時間外手当 135

 千円 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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業費

907 母子保健事 32,175 90 32,265

策費

△4305 住民健康対 127,143 △430 126,713

務費

△6,729

　１項　保健衛生費

1 保健衛生総 43,391 △6,729 36,662

　４款　衛生費

計 7,943 1,336 9,279 0 0 0 1,336

務取扱費

1,3361 国民年金事 7,943 1,336 9,279

 千円 千円  千円  千円  千円  千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

　３款　民生費

　４項　国民年金事務取扱費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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8 報償費 90 乳幼児健診保健指導従事者報償費 90

57 職員共済組合負担金 574 共済費

職員退職手当組合負担金 △50
勤勉手当 △36
期末手当 △52
時間外手当 88
地域手当 △253 職員手当等 △75

職員給料 △4122 給料 △412

4 共済費 △1,024 職員共済組合負担金 △1,024

△723職員退職手当組合負担金
勤勉手当 △408
期末手当 △780

104時間外手当
通勤手当 6
地域手当 △221

△3953 職員手当等 △2,417 扶養手当

△3,288 職員給料 △3,2882 給料

203 職員共済組合負担金 2034 共済費

職員退職手当組合負担金 49
児童手当 45
勤勉手当 59
期末手当 118
時間外手当 166
通勤手当 24
住居手当 300
地域手当 21
扶養手当 1283 職員手当等 910

職員給料 2232 給料 223

 千円 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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0 22計 35,419 1,839 37,258 1,817 0

1,817

県支出金

2 林業振興費 28,277 1,817 30,094 1,817

221 林業総務費 7,142 22 7,164

　６款　農林水産業費

　２項　林業費

0 436計 159,268 436 159,704 0 0

892 農業総務費 64,196 89 64,285

費

3471 農業委員会 7,726 347 8,073

　６款　農林水産業費

　１項　農業費

0 △6,830計 289,597 △6,830 282,767 0 0

営費

センター運

239

 千円

9 自然食普及 31,503 239 31,742

その他

 千円 千円  千円  千円  千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債

　４款　衛生費

　１項　保健衛生費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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荒廃森林整備事業委託料 1,81713 委託料 1,817

職員共済組合負担金 114 共済費 11

時間外手当 113 職員手当等 11

574 共済費 57 職員共済組合負担金

勤勉手当 13
期末手当 193 職員手当等 32

744 共済費 74 職員共済組合負担金

通勤手当 57
住居手当 2163 職員手当等 273

自然食普及センター雇賃金 2397 賃金 239

 千円 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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0 3,559計 44,913 3,559 48,472 0 0

務費

3,5591 都市計画総 12,645 3,559 16,204

　８款　土木費

　４項　都市計画費

0 △3,319計 109,256 △3,319 105,937 0 0

△3,3191 土木総務費 109,256 △3,319 105,937

　８款　土木費

　１項　土木管理費

0 342計 22,116 342 22,458 0 0

3421 商工総務費 8,761 342 9,103

 千円  千円  千円  千円  千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円

　１項　商工費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

　７款　商工費
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562 職員共済組合負担金 5624 共済費

職員退職手当組合負担金 346
勤勉手当 415
期末手当 591
通勤手当 △24
地域手当 953 職員手当等 1,423

職員給料 1,5742 給料 1,574

4 共済費 △461 総 務 課
職員共済組合負担金 △461

職員退職手当組合負担金 △419
児童手当 △120
勤勉手当 △459
期末手当 △694
時間外手当 729
通勤手当 △62
住居手当 411
地域手当 △127
扶養手当 △2083 職員手当等 △949

職員給料 △1,9092 給料 △1,909

774 共済費 77 職員共済組合負担金

職員退職手当組合負担金 29
勤勉手当 38
期末手当 54
地域手当 83 職員手当等 129

職員給料 1362 給料 136

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明
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費

△34,6191 小学校総務 99,029 △34,619 64,410

１０款　教育費

　２項　小学校費

0 8,980計 196,946 384,885 581,831 51,405 324,500

置事業費 50,939 324,500

国庫支出金 町債空調設備設

324,500 9,6335 小・中学校 0 385,072 385,072 50,939

466

県支出金

△6532 事務局費 177,690 △187 177,503 466

１０款　教育費

　１項　教育総務費

0 323計 381,689 323 382,012 0 0

3234 災害対策費 4,502 323 4,825

 千円 千円  千円  千円  千円  千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

　９款　消防費

　１項　消防費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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5413 委託料 54 植木手入委託料

学校警備員賃金 △5,100
臨時雇賃金 △4,5017 賃金 △9,601

職員共済組合負担金 394 共済費 39

時間外手当 1553 職員手当等 155

須恵東中学校空調設備設置工事請負費 74,000
須恵中学校空調設備設置工事請負費 98,000
第三小学校空調設備設置工事請負費 60,000
第二小学校空調設備設置工事請負費 72,000
第一小学校空調設備設置工事請負費 72,00015 工事請負費 376,000

小・中学校空調設備設置工事監理業務委託料 9,07213 委託料 9,072

4 共済費 14 総 務 課
職員共済組合負担金 14

職員退職手当組合負担金 △73
児童手当 120
勤勉手当 △60
期末手当 △75
時間外手当 194
地域手当 △17
扶養手当 423 職員手当等 131

職員給料 △3322 給料 △332

通信運搬費 30912 役務費 309

印刷製本費 1411 需用費 14

 千円 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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費

△20,0911 幼稚園総務 133,155 △20,091 113,064

１０款　教育費

　４項　幼稚園費

0 △4,801計 120,871 △4,801 116,070 0 0

費

△4,8011 中学校総務 60,599 △4,801 55,798

１０款　教育費

　３項　中学校費

0 △30,551計 334,997 △30,551 304,446 0 0

運営費

教育相談室

178 第一小学校 2,069 17 2,086

管理費

9586 第三小学校 36,192 958 37,150

管理費

2,1114 第二小学校 48,227 2,111 50,338

管理費

9822 第一小学校 42,414 982 43,396

 千円 千円  千円  千円  千円  千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

１０款　教育費

　２項　小学校費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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△1,563勤勉手当
期末手当 △2,084
時間外手当 48

△178通勤手当
住居手当 △462
地域手当 △614

103 職員手当等 △6,832 扶養手当

嘱託員給料 △412
職員給料 △10,2472 給料 △10,659

臨時雇賃金 △4,8017 賃金 △4,801

普通旅費 179 旅費 17

修繕料 95811 需用費 958

修繕料 2,11111 需用費 2,111

修繕料 98211 需用費 982

第一小下水道接続工事請負費 △25,26615 工事請負費 △25,266

 千円 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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料館管理費

△1,3086 歴史民俗資 4,042 △1,308 2,734

管理運営費

△1,0425 久我記念館 5,162 △1,042 4,120

294 図書館費 39,277 29 39,306

理運営費

1,5003 文化会館管 40,303 1,500 41,803

務費

9,321

　５項　社会教育費

1 社会教育総 105,021 9,321 114,342

１０款　教育費

計 157,322 △20,091 137,231 0 0 0 △20,091

 千円  千円  千円  千円  千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円

　４項　幼稚園費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

１０款　教育費

- 36 -



臨時雇賃金 △1,3087 賃金 △1,308

臨時雇賃金 △1,0427 賃金 △1,042

職員共済組合負担金 294 共済費 29

主催事業委託料 1,50013 委託料 1,500

及び交付金

社会教育推進費補助金 50019 負担金、補助 500

4 共済費 864 職員共済組合負担金 864

職員退職手当組合負担金 973
児童手当 20

716勤勉手当
期末手当 1,052
時間外手当 468

△23通勤手当
住居手当 324
地域手当 251

3603 職員手当等 4,141 扶養手当

3,816 職員給料 3,8162 給料

△2,600 職員共済組合負担金 △2,6004 共済費

職員退職手当組合負担金 △1,872
嘱託員期末手当 △287
嘱託員時間外手当 46
嘱託員通勤手当 4
児童手当 120

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明
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0 11,802計 207,103 11,802 218,905 0 0

費

3,3027 文化財保護 6,093 3,302 9,395

 千円  千円  千円  千円  千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円

　５項　社会教育費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

１０款　教育費
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及び交付金

文化財維持管理費補助金 3,30219 負担金、補助 3,302

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明
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議案第７５号 

平成30年度 須恵町一般会計補正予算（第５号）

 平成30年度須恵町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところ

による。 

（繰越明許費） 

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使 

用することができる経費は、「第１表 繰越明許費」による。 

                     平成３０年１２月１３日提出 

須恵町長  平 松 秀 一 
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款 項 事        業        名 金      額

千円

10. 教 育 費 1. 教育総務費 小・中学校空調設備設置事業 250,000

250,000

第１表     繰 越 明 許 費

　合　　　　　　　　　　　　　　　　計
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