
 平  成 ３０  年  度

 歳 入 歳 出 補 正 予 算 書

 （平成31年３月６日議決） 

 福岡県糟屋郡須恵町 





議案第２２号 

平成30年度 須恵町一般会計補正予算（第７号）

 平成30年度須恵町の一般会計補正予算（第７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から歳入歳出それぞれ １５９,７２９千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ８,７０２,４１０千円

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 地方債の変更は、「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。 

（繰越明許費） 

第４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４表 繰越明許費」による。 

                     平成３１年 ３ 月 １ 日提出 

須恵町長  平 松 秀 一 



11 168,534 △8,724 159,810

1 負担金 168,534 △8,724 159,810

13 1,136,868 36,057 1,172,925

1 国庫負担金 820,070 1,579 821,649

2 国庫補助金 307,986 34,208 342,194

3 委託金 8,812 270 9,082

14 596,513 △8,003 588,510

1 県負担金 430,226 2,664 432,890

2 県補助金 122,315 △10,812 111,503

3 委託金 43,972 145 44,117

15 49,335 3,120 52,455

1 財産運用収入 29,205 313 29,518

2 財産売払収入 20,130 2,807 22,937

16 46,456 9,385 55,841

1 寄附金 46,456 9,385 55,841

17 230,005 △230,000 5

1 繰入金 230,005 △230,000 5

18 258,741 80,923 339,664

1 繰越金 258,741 80,923 339,664

19 133,376 8,713 142,089

3 雑入 131,365 8,713 140,078

20 808,900 △51,200 757,700

1 町債 808,900 △51,200 757,700

8,862,139 △159,729 8,702,410

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

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

町債

歳　　入　　合　　計



2 1,045,957 101,448 1,147,405

1 総務管理費 841,257 112,245 953,502

3 戸籍住民基本台帳費 54,491 △609 53,882

4 選挙費 18,713 △10,188 8,525

3 3,618,432 △102,299 3,516,133

1 社会福祉費 1,923,235 △44,869 1,878,366

2 児童福祉費 1,684,052 △57,001 1,627,051

4 国民年金事務取扱費 9,315 △429 8,886

4 906,781 △69,770 837,011

1 保健衛生費 283,173 6,126 289,299

2 清掃費 609,071 △75,896 533,175

6 197,105 △13,709 183,396

1 農業費 159,809 △9,709 150,100

2 林業費 37,296 △4,000 33,296

7 22,492 △1,000 21,492

1 商工費 22,492 △1,000 21,492

8 621,773 △26,034 595,739

1 土木管理費 106,259 △4,400 101,859

2 道路橋梁費 157,398 △7,493 149,905

3 河川費 2,500 △600 1,900

4 都市計画費 48,537 △5,429 43,108

5 下水道費 307,079 △8,112 298,967

9 382,147 △10,366 371,781

1 消防費 382,147 △10,366 371,781

10 1,404,181 △33,539 1,370,642

1 教育総務費 582,050 △9,818 572,232

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

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



2 小学校費 304,517 △8,712 295,805

3 中学校費 116,070 △8,523 107,547

4 幼稚園費 137,519 △5,286 132,233

6 保健体育費 44,783 △1,200 43,583

12 529,234 △2,449 526,785

1 公債費 529,234 △2,449 526,785

13 22,625 △2,011 20,614

1 予備費 22,625 △2,011 20,614

8,862,139 △159,729 8,702,410

 千円  千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計



１．　変　 更

証書
借入

変更
なし

変更
なし

変更
なし

63,700

須恵町多目的公園
（仮称）整備事業債

22,500 20,800
（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）

 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。

55,500

324,500 290,600
小・中学校空調設備
設 置 事 業 債

利  率
起債の
方 法

利　率 償還の方法 限 度 額

防 災 行 政 無 線
整 備 事 業 債

9,000 5,100

須 恵 第 三 小 学 校
校 舎 改 修 事 業 債

　　　第２表　　地　方　債　補　正

起 債 の 目 的

変　　　　　更　　　　　前 変　　　更　　　後

限 度 額

庁 舎 １ 階 窓 口
改 修 事 業 債

28,800 25,300

起債の
方 法

償還の
方 法

千円 千円

4.0％以内



期　　間 期　　間
  　                 千円   　                 千円

412,735 600,951

事　　      項
変　　更　　前 変　　更　　後

限 度 額 限 度 額

 第３表     債 務 負 担 行 為 補 正

１．変　更

須 恵 町 包 括 業 務 委 託
平成３０年度から
平成３３年度まで

平成３０年度から
平成３３年度まで



１．追　加

款 項 事        業        名 金      額

千円

３ ． 民 生 費 ２ . 児童福祉費 保育所等整備事業費補助金 217,544

217,544

第４表     繰 越 明 許 費 補 正

　合　　　　　　　　　　　　　　　　計





歳入歳出予算事項別明細書



１ 歳    入

１１款　分担金及び負担金

　１項　負担金

目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円  千円

2 民生費負担金 151,491 △4,104 147,387

3 教育費負担金 16,820 △4,620 12,200

計 168,534 △8,724 159,810

１３款　国庫支出金

　１項　国庫負担金

1 民生費国庫負担金 819,990 1,579 821,569

計 820,070 1,579 821,649

１３款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

2 民生費国庫補助金 213,028 △506 212,522

4 教育費国庫補助金 55,728 34,714 90,442



節
説 明

区　　分 金　　額

 千円  千円

1 現年度分児童 △4,104 現年度分児童福祉施設費負担金
アザレア幼児園 △4,104

福祉費負担金

1 中学校費負担 △4,620 中学校ランチサービス負担金 △4,620

金

1 児童福祉費国 △3,566 住 民 課
未熟児養育医療費国庫負担金 △3,566

庫負担金

2 児童手当国庫 5,569 児童手当国庫負担金 5,569

負担金

3 国民健康保険 △424 国民健康保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分） △424

国庫負担金

4 障害者自立支 0 障害者福祉サービス費等国庫負担金 19,300
障害者自立支援給付費国庫負担金 △19,300

援等諸費国庫

負担金

2 児童福祉費国 △506 放課後児童健全育成事業費国庫補助金 △506

庫補助金

3 幼稚園費国庫 782 幼稚園就園奨励費国庫補助金 782

補助金



１３款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円  千円

計 307,986 34,208 342,194

１３款　国庫支出金

　３項　委託金

2 民生費委託金 8,518 270 8,788

計 8,812 270 9,082

１４款　県支出金

　１項　県負担金

1 民生費県負担金 430,226 2,664 432,890

計 430,226 2,664 432,890



節
説 明

区　　分 金　　額

 千円  千円

5 教育総務費国 33,932 冷房設備対応臨時特例交付金 33,932

庫補助金

2 国民年金事務 270 年金生活者支援給付金支給準備事務取扱交付金 270

取扱費委託金

1 児童福祉費県 △1,771 住 民 課
未熟児養育医療費県負担金 △1,771

負担金

2 児童手当県負 1,015 児童手当県負担金 1,015

担金

3 国民健康保険 2,949 国民健康保険基盤安定県負担金（保険税軽減分） 3,161
国民健康保険基盤安定県負担金（保険者支援分） △212

県負担金

4 障害者自立支 0 障害者自立支援給付費県負担金 △9,650
障害児施設措置費県負担金 9,650

援等諸費県負

担金

5 後期高齢者医 471 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 471

療県負担金



１４款　県支出金

　２項　県補助金

目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円  千円

2 民生費県補助金 101,088 △10,812 90,276

計 122,315 △10,812 111,503

１４款　県支出金

　３項　委託金

2 民生費委託金 11 145 156

計 43,972 145 44,117

１５款　財産収入

　１項　財産運用収入

2 利子及び配当金 2,209 313 2,522

計 29,205 313 29,518



節
説 明

区　　分 金　　額

 千円  千円

2 子ども医療費 △2,265 子ども医療費県補助金 △3,982
前年度分子ども医療費県補助金 1,717

県補助金

3 重度障害者医 △6,936 重度障害者医療費県補助金 △6,936

療費県補助金

4 ひとり親家庭 △862 ひとり親家庭等医療費県補助金 △2,096
前年度分ひとり親家庭等医療費県補助金 1,234

等医療費県補

助金

6 児童福祉費県 △749 放課後児童健全育成事業費県補助金 △396
放課後児童クラブ利用料減免事業県補助金 △353

補助金

1 社会福祉費委 145 福祉関係権限移譲事務委託金 145

託金

1 利子及び配当 313 財政調整基金利子 313

金



１５款　財産収入

　２項　財産売払収入

目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円  千円

1 不動産売払収入 4,476 2,807 7,283

計 20,130 2,807 22,937

１６款　寄附金

　１項　寄附金

1 一般寄附金 46,451 9,360 55,811

2 教育費寄附金 5 25 30

計 46,456 9,385 55,841

１７款　繰入金

　１項　繰入金

1 基金繰入金 230,001 △230,000 1

計 230,005 △230,000 5

１８款　繰越金

　１項　繰越金

1 繰越金 258,741 80,923 339,664

計 258,741 80,923 339,664



節
説 明

区　　分 金　　額

 千円  千円

1 不動産売払収 2,807 不動産売払収入 2,807

入

2 ふるさと応援 9,360 ふるさと応援寄附金 9,360

寄附金

1 自然教育林費 25 自然教育林基金寄附金 25

寄附金

1 財政調整基金 △230,000 財政調整基金繰入金 △230,000

繰入金

1 繰越金 80,923 前年度繰越金 80,923



１９款　諸収入

　３項　雑入

目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円  千円

1 雑入 131,365 8,713 140,078

計 131,365 8,713 140,078

２０款　町債

　１項　町債

1 総務債 376,300 △5,200 371,100

3 消防債 14,500 △3,900 10,600

4 教育債 388,200 △42,100 346,100

計 808,900 △51,200 757,700



節
説 明

区　　分 金　　額

 千円  千円

1 総務費雑入 6,539 総 務 課
新市町村振興宝くじ交付金 6,539

2 民生費雑入 2,174 健康福祉課
自立支援給付費返還金 1,374

住 民 課
重度障害者医療過年度高額療養費及び返納金 600
ひとり親家庭等医療過年度高額療養費及び返納金 200

2 多目的公園整 △1,700 須恵町多目的公園（仮称）整備事業債 △1,700

備事業債

3 庁舎改修事業 △3,500 庁舎１階窓口改修事業債 △3,500

債

1 緊急防災・減 △3,900 防災行政無線整備事業債 △3,900

災事業債

1 小学校施設整 △8,200 須恵第三小学校校舎改修事業債 △8,200

備事業債

2 学校教育施設 △33,900 小・中学校空調設備設置事業債 △33,900

整備事業債



8,251 109,194計 841,257 112,245 953,502 0 △5,200

推進費

△1,50014 まちづくり 14,598 △1,500 13,098

△50011 防犯費 5,668 △500 5,168

3,120

財産収入

3,120 120,0009 基金費 9,552 123,120 132,672

5,131

寄附金

5,1317 企画費 24,302 5,131 29,433

△5,200

町債

△5,200 △5,8606 財産管理費 154,411 △11,060 143,351

△2,9461 一般管理費 408,662 △2,946 405,716

 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

　２款　総務費

　１項　総務管理費



コミュニティ事務局員賃金 △1,5007 賃金 △1,500

△500 光熱水費 △50011 需用費

313財政調整基金利子積立金
不動産売払収入分 2,807
剰余金積立分 120,000

財政調整基金積立金25 積立金 123,120

借料

ふるさと応援寄附金ポータルサイト使用料 6514 使用料及び賃 65

ふるさと応援寄附金業務委託料 1,13513 委託料 1,135

ふるさと応援寄附金カード決済代行手数料 8712 役務費 87

ふるさと応援寄附記念品 3,8448 報償費 3,844

掲示板購入費 △50018 備品購入費 △500

須恵町多目的公園（仮称）造成工事請負費 △1,557
まちづくり課15 工事請負費 △1,557

借料
議場設備リース料 △8,503

総 務 課14 使用料及び賃 △8,503

町有地測量業務委託料 △500
まちづくり課13 委託料 △500

及び交付金
連絡員事務費交付金 △1,220

△1,19819 負担金、補助 △2,418 糟屋郡自治会館組合庁舎等修繕費負担金

1,6508 報償費 1,650 嘱託職員退職慰労金

嘱託員等社会保険料 △1,736
職員共済組合長期追加金 △4424 共済費 △2,178

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明



△424

国庫支出金務費

△1,3271 社会福祉総 393,577 1,198 394,775 2,525

　３款　民生費

　１項　社会福祉費

0 △10,188計 18,713 △10,188 8,525 0 0

挙費

町議補欠選

△10,1883 須恵町長、 11,074 △10,188 886

　２款　総務費

　４項　選挙費

0 △609計 54,491 △609 53,882 0 0

本台帳費

△6091 戸籍住民基 54,491 △609 53,882

 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

　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



△334 共済費 △33 職員共済組合負担金

職員退職手当組合負担金 △17
地域手当 △43 職員手当等 △21

職員給料 △782 給料 △78

個人演説会会場使用料 △80借料
ポスター掲示板リース料 △287
パソコン借上料 △18914 使用料及び賃 △556

選挙公報配布業務委託料 △34813 委託料 △348

投票用紙自動交付機点検料 △644
△2,41212 役務費 △3,056 通信運搬費

印刷製本費 △673
食糧費 △265

11 需用費 △1,509 消耗品費 △571

選挙管理委員会委員等費用弁償 △20
9 旅費 △23 普通旅費 △3

7 賃金 △350 臨時雇賃金 △350

3 職員手当等 △3,860 投票・開票事務従事者時間外手当 △3,860

不在者投票外部立会人報酬 △33
期日前投票所投票管理者及び投票立会人報酬 △133
投票・開票管理者及び投票・開票立会人報酬 △3201 報酬 △486

借料

ボイスコール借上料 △60914 使用料及び賃 △609

 千円 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額



策費

△4,5888 介護予防対 18,838 △4,588 14,250

業費

△20,6197 介護保険事 325,279 △20,619 304,660

471

医療対策費 県支出金

△12,7436 後期高齢者 358,148 △12,272 345,876 471

策費 △862 200

県支出金 諸収入庭等医療対

200 1,8825 ひとり親家 19,707 1,220 20,927 △862

△6,936 600

県支出金 諸収入医療対策費

600 6,7104 重度障害者 72,909 374 73,283 △6,936

△7,3822 老人福祉費 41,488 △7,382 34,106

2,949

県支出金

 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　社会福祉費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

　３款　民生費



配食利用サービス事業委託料 △2,588
介護予防施策委託料 △1,00013 委託料 △3,588

教材費 △1,00011 需用費 △1,000

及び交付金

福岡県介護保険広域連合本部負担金 △20,61919 負担金、補助 △20,619

後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 629
後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 △2,82028 繰出金 △2,191

及び交付金

19 負担金、補助 △10,081 後期高齢者医療療養給付費負担金 △10,081

ひとり親家庭等医療費 1,20020 扶助費 1,200

審査支払手数料 2013 委託料 20

及び割引料

重度障害者医療費県補助金償還金 36423 償還金、利子 364

審査支払手数料 1013 委託料 10

老人介護用品給付サービス事業費 △600
老人保護措置費 △3,28920 扶助費 △3,889

高齢者に対する敬老金 △450及び交付金
行政区敬老会補助金 △203
ねたきり高齢者介護手当補助金 △1,54019 負担金、補助 △2,193

緊急通報装置貸与事業運営委託料 △1,30013 委託料 △1,300

国民健康保険財政安定化支援事業繰出金 157
国民健康保険保険基盤安定繰出金（保険者支援分） △846

4,21528 繰出金 3,526 国民健康保険保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）

若年者専修学校等技能習得修学資金貸与金 △996
若年者専修学校等技能習得入校支度金貸与金 △20021 貸付金 △1,196

及び交付金

福祉タクシー利用助成金 △1,00019 負担金、補助 △1,000

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明



△4,104

負担金

分担金及び

△4,104 3,3343 保育総務費 233,809 △770 233,039

1,015

県支出金

5,569

国庫支出金

△8,1842 児童措置費 610,216 △1,600 608,616 6,584

務費

△2331 児童福祉総 17,009 △233 16,776

　３款　民生費

　２項　児童福祉費

2,174 △42,386計 1,923,235 △44,869 1,878,366 △4,657 0

費

所管理運営

ー、西作業

福祉センタ

センター、

△70011 地域活性化 48,023 △700 47,323

145 1,374

県支出金 諸収入費

1,374 △3,61910 障害者福祉 600,114 △2,100 598,014 145

 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　社会福祉費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

　３款　民生費



12 役務費 △2,800 保育士等紹介手数料 △2,800

職員共済組合負担金 △210
4 共済費 △210 総 務 課

△503 職員手当等 △50 地域手当

保育嘱託員給料 △630
職員給料 △8412 給料 △1,471

児童手当 △1,60020 扶助費 △1,600

臨時雇賃金 △3007 賃金 △300

時間外手当 673 職員手当等 67

光熱水費 △70011 需用費 △700

及び交付金

心身障害者扶養共済掛金補助金 △50019 負担金、補助 △500

臨時雇賃金 △1,6007 賃金 △1,600

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明



事業費

△4,10410 子育て支援 69,837 △4,104 65,733

△2,265

県支出金対策費

4,5659 子ども医療 87,533 2,300 89,833 △2,265

費

△4208 広域保育所 950 △420 530

保育園費

△14,0007 須恵めぐみ 133,490 △14,000 119,490

杜保育園費

△6,5006 わかすぎの 348,839 △6,500 342,339

幼児園費

△4,7745 れいんぼー 66,669 △4,774 61,895

児園費

△19,5634 アザレア幼 89,328 △19,563 69,765

 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

　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

　３款　民生費



子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料 △70413 委託料 △704

臨時雇賃金 △1,4007 賃金 △1,400

子ども医療費 2,30020 扶助費 2,300

広域保育実施委託料 △42013 委託料 △420

△14,000 須恵めぐみ保育園保育実施委託料 △14,00013 委託料

13 委託料 △6,500 わかすぎの杜保育園保育実施委託料 △6,500

△21 給食室洗濯機設置工事請負費 △2115 工事請負費

13 委託料 △12 厨房機器保守点検委託料 △12

11 需用費 △1,500 消耗品費 △1,500

パート調理員雇賃金 △858
パート保育士雇賃金 △1,675
臨時保育士雇賃金 △7087 賃金 △3,241

11 需用費 △2,605
給食材料費 △1,905
光熱水費 △700

臨時調理員雇賃金 △1,000
パート保育士雇賃金 △2,068
臨時保育士幼稚園教諭雇賃金 △13,8907 賃金 △16,958

及び割引料

保育所運営費国県負担金償還金 56123 償還金、利子 561

及び交付金

保育実施負担金 3,20019 負担金、補助 3,200

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明



務費

△841 保健衛生総 36,810 △84 36,726

　４款　衛生費

　１項　保健衛生費

0 △699計 9,315 △429 8,886 270 0

270

務取扱費 国庫支出金

△6991 国民年金事 9,315 △429 8,886 270

　３款　民生費

　４項　国民年金事務取扱費

0 △4,104 △50,624計 1,684,052 △57,001 1,627,051 △2,273

△1,771

県支出金

△3,566

医療対策費 国庫支出金

△20013 未熟児養育 8,005 △5,537 2,468 △5,337

△749

県支出金

△506

国庫支出金管理費

△54512 学童保育所 14,736 △1,800 12,936 △1,255

 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

　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

　３款　民生費



職員退職手当組合負担金 △9
地域手当 △23 職員手当等 △11

職員給料 △452 給料 △45

勤勉手当 △338
期末手当 △913 職員手当等 △429

及び割引料
未熟児養育医療費県負担金返還金 54
未熟児養育医療費国庫負担金返還金 10923 償還金、利子 163

20 扶助費 △5,700 未熟児養育医療給付費 △5,700

及び交付金

福岡県放課後児童クラブ利用料減免事業補助金 △50019 負担金、補助 △500

放課後児童クラブ実施委託料 △1,30013 委託料 △1,300

及び交付金

待機児童支援事業補助金 △2,00019 負担金、補助 △2,000

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明



△4,5246 農地費 33,129 △4,524 28,605

△5254 畜産業費 19,494 △525 18,969

△2,9842 農業総務費 64,324 △2,984 61,340

　６款　農林水産業費

　１項　農業費

0 △75,896計 609,071 △75,896 533,175 0 0

費

設管理運営

△58,2032 三町清掃施 358,752 △58,203 300,549

△17,6931 塵芥処理費 250,319 △17,693 232,626

　４款　衛生費

　２項　清掃費

0 6,126計 283,173 6,126 289,299 0 0

業費

1107 母子保健事 32,265 110 32,375

策費

6,1005 住民健康対 126,971 6,100 133,071

 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　保健衛生費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

　４款　衛生費



△2,02415 工事請負費 △2,024 新屋敷井堰ワイヤーロープ取替工事請負費

植木草切原地区水路敷内資材撤去作業委託料 △500
農道・水路・ため池補修整備測量設計委託料 △2,00013 委託料 △2,500

須恵町堆肥センター改修工事請負費 △52515 工事請負費 △525

農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,984
上下水道課28 繰出金 △2,984

し尿処理費 △8,751及び交付金
ごみ処理費 △49,452

須恵町外ニケ町清掃施設組合負担金19 負担金、補助 △58,203

ごみ袋製作費 △17,69311 需用費 △17,693

医師、看護師謝礼 1108 報償費 110

定期予防接種業務委託料 6,60013 委託料 6,600

臨時雇賃金 △5007 賃金 △500

職員共済組合負担金 △284 共済費 △28

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明



0 △4,400計 106,259 △4,400 101,859 0 0

△4,4001 土木総務費 106,259 △4,400 101,859

　８款　土木費

　１項　土木管理費

0 △1,000計 22,492 △1,000 21,492 0 0

△1,0003 観光費 1,213 △1,000 213

　７款　商工費

　１項　商工費

0 △4,000計 37,296 △4,000 33,296 0 0

△4,0002 林業振興費 30,094 △4,000 26,094

　６款　農林水産業費

　２項　林業費

0 △9,709計 159,809 △9,709 150,100 0 0

費

造改革対策

△1,6767 水田農業構 7,512 △1,676 5,836

 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

　６款　農林水産業費

　１項　農業費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳



道路台帳整備業務委託料 △1,100
未登記処理委託料 △2,50013 委託料 △3,600

環境整備作業員賃金 △3007 賃金 △300

時間外手当 △5003 職員手当等 △500

修繕料 △1,00011 需用費 △1,000

町有林保育事業及び林道維持管理作業員賃金 △4,0007 賃金 △4,000

及び交付金

農業生産構造特別対策事業補助金 △1,67619 負担金、補助 △1,676

 千円 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額



25 △5,454計 48,537 △5,429 43,108 0 0

25

寄附金費

254 自然教育林 376 25 401

△2,1923 公園費 19,953 △2,192 17,761

△2,3522 開発管理費 11,939 △2,352 9,587

務費

△9101 都市計画総 16,269 △910 15,359

　８款　土木費

　４項　都市計画費

0 △600計 2,500 △600 1,900 0 0

△6001 河川維持費 2,500 △600 1,900

　８款　土木費

　３項　河川費

0 △7,493計 157,398 △7,493 149,905 0 0

△9933 橋梁維持費 6,000 △993 5,007

良費

△5,5002 道路新設改 78,000 △5,500 72,500

△1,0001 道路維持費 56,418 △1,000 55,418

 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

　２項　道路橋梁費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

　８款　土木費



自然教育林基金寄附金積立金 25
総 務 課25 積立金 25

須恵中央駅前公園（仮称）整備工事請負費 △2,192
都市整備課15 工事請負費 △2,192

公共基準点設置業務委託料 △152
地積測量委託料 △2,20013 委託料 △2,352

及び交付金

研修会負担金 △20019 負担金、補助 △200

特別旅費 △2619 旅費 △261

勤勉手当 △4493 職員手当等 △449

町営河川浚渫工事請負費 △60015 工事請負費 △600

火焼橋ほか１橋橋梁補修工事請負費 △99315 工事請負費 △993

費

乙植木～平原線道路改良工事に伴う用地取得費 △5,50017 公有財産購入 △5,500

維持、整備工事調査測量設計委託料 △1,00013 委託料 △1,000

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明



0 △9,818計 582,050 △9,818 572,232 0 0

△9,8182 事務局費 177,722 △9,818 167,904

１０款　教育費

　１項　教育総務費

0 △6,466計 382,147 △10,366 371,781 0 △3,900

△3,900

町債

△3,900 743 消防施設費 18,228 △3,826 14,402

費

△3,1122 非常備消防 48,731 △3,112 45,619

△3,4281 常備消防費 310,363 △3,428 306,935

　９款　消防費

　１項　消防費

0 △8,112計 307,079 △8,112 298,967 0 0

費

△8,1121 公共下水道 307,079 △8,112 298,967

 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　下水道費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

　８款　土木費



小中学校空調設備設置工事設計業務委託料 △3,46813 委託料 △3,468

少人数指導教員賃金 △6,3507 賃金 △6,350

防災行政無線整備工事設計業務委託料 △3,82613 委託料 △3,826

食糧費 △85011 需用費 △850

消防団出動費用弁償 △2,2629 旅費 △2,262

及び交付金

粕屋南部消防組合負担金 △3,42819 負担金、補助 △3,428

公共下水道事業特別会計繰出金 △8,11228 繰出金 △8,112

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明



0 △6,068計 137,519 △5,286 132,233 782 0

△4302 南幼稚園費 24,167 △430 23,737

782

国庫支出金費

△5,6381 幼稚園総務 113,352 △4,856 108,496 782

１０款　教育費

　４項　幼稚園費

0 △4,620 △3,903計 116,070 △8,523 107,547 0

△4,620

負担金

分担金及び費

△4,620 △3,9031 中学校総務 55,798 △8,523 47,275

１０款　教育費

　３項　中学校費

0 △512計 304,517 △8,712 295,805 0 △8,200

修事業費

△8,200壁・防水改

町債学校校舎外

△8,200 △2,71211 須恵第三小 85,000 △10,912 74,088

管理費

2,2004 第二小学校 50,338 2,200 52,538

 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



給食材料費 △43011 需用費 △430

及び交付金

△83419 負担金、補助 △834 就園奨励費補助金

パート教諭臨時雇賃金 △1,485
幼稚園教諭臨時雇賃金 △2,5877 賃金 △4,072

嘱託員時間外手当 503 職員手当等 50

須恵中下水道接続工事請負費（第二期） △1,221
須恵中多目的ホールエアコン設置工事請負費 △60215 工事請負費 △1,823

中学校ランチサービス業務委託料 △6,70013 委託料 △6,700

須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事請負費 △10,91215 工事請負費 △10,912

光熱水費 2,20011 需用費 2,200

 千円 千円

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額



0 △2,011計 22,625 △2,011 20,614 0 0

△2,0111 予備費 22,625 △2,011 20,614

１３款　予備費

　１項　予備費

0 △2,449計 529,234 △2,449 526,785 0 0

△3,0322 利子 42,134 △3,032 39,102

5831 元金 487,100 583 487,683

１２款　公債費

　１項　公債費

0 △1,200計 44,783 △1,200 43,583 0 0

理運営費

△1,2003 運動公園管 19,103 △1,200 17,903

 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

　６項　保健体育費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

１０款　教育費



県市町村振興協会 △150及び割引料
地方公共団体金融機構 △1,151
財務省 △1,73123 償還金、利子 △3,032

及び割引料

財務省 58323 償還金、利子 583

修繕料 △1,20011 需用費 △1,200

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明


