
議案第１６号 

令和元年度 須恵町一般会計補正予算（第７号）

 令和元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 １７０,１１５千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ９,２８４,６２８千円

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、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 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第４条 繰越明許費の追加は、「第４表 繰越明許費補正」による。 

                     令和 ２ 年 ３ 月 ３ 日提出 

須恵町長  平 松 秀 一 
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2 60,700 1 60,701

4 地方道路譲与税 0 1 1

6 523,000 △50,000 473,000

1 地方消費税交付金 523,000 △50,000 473,000

9 1,706,000 136,311 1,842,311

1 地方交付税 1,706,000 136,311 1,842,311

11 122,190 △1,964 120,226

1 負担金 122,190 △1,964 120,226

12 128,700 △6,420 122,280

1 使用料 55,637 △3,320 52,317

2 手数料 73,063 △3,100 69,963

13 1,055,018 58,367 1,113,385

1 国庫負担金 905,887 2,282 908,169

2 国庫補助金 140,347 56,161 196,508

3 委託金 8,784 △76 8,708

14 678,718 △17,750 660,968

1 県負担金 474,020 △7,728 466,292

2 県補助金 149,870 △10,607 139,263

3 委託金 54,828 585 55,413

15 49,537 1,848 51,385

1 財産運用収入 31,318 43 31,361

2 財産売払収入 18,219 1,805 20,024

16 30,002 1,004 31,006

1 寄附金 30,002 1,004 31,006

17 421,006 △401,000 20,006

1 繰入金 421,006 △401,000 20,006

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

地方譲与税

地方消費税交付金

地方交付税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金
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18 217,238 154,562 371,800

1 繰越金 217,238 154,562 371,800

19 315,057 4,813 319,870

3 雑入 313,046 4,813 317,859

20 1,018,700 △49,887 968,813

1 町債 1,018,700 △49,887 968,813

9,454,743 △170,115 9,284,628

補　正　額

 千円

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

繰越金

諸収入

町債

歳　　入　　合　　計
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1 114,949 △3,516 111,433

1 議会費 114,949 △3,516 111,433

2 1,398,268 △29,557 1,368,711

1 総務管理費 1,180,586 △21,499 1,159,087

2 徴税費 133,167 △1,113 132,054

3 戸籍住民基本台帳費 48,001 155 48,156

4 選挙費 32,351 △7,100 25,251

3 3,630,490 △136,504 3,493,986

1 社会福祉費 2,039,655 △68,036 1,971,619

2 児童福祉費 1,583,821 △67,558 1,516,263

3 生活保護費 1,226 △800 426

4 国民年金事務取扱費 5,384 △110 5,274

4 846,976 △25,016 821,960

1 保健衛生費 286,091 △16,116 269,975

2 清掃費 542,550 △8,900 533,650

6 209,797 △3,337 206,460

1 農業費 181,266 △2,727 178,539

2 林業費 28,531 △610 27,921

8 638,836 △18,327 620,509

1 土木管理費 79,610 △633 78,977

2 道路橋梁費 191,742 △1,072 190,670

4 都市計画費 44,902 △821 44,081

5 下水道費 320,082 △15,801 304,281

9 779,992 △16,615 763,377

1 消防費 779,992 △16,615 763,377

10 1,005,197 59,764 1,064,961

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

土木費

消防費

教育費
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1 教育総務費 210,689 77,767 288,456

2 小学校費 296,789 △6,410 290,379

3 中学校費 95,833 2,520 98,353

4 幼稚園費 142,131 △7,273 134,858

5 社会教育費 214,228 △3,882 210,346

6 保健体育費 45,527 △2,958 42,569

12 556,087 3,137 559,224

1 公債費 556,087 3,137 559,224

13 26,776 △144 26,632

1 予備費 26,776 △144 26,632

9,454,743 △170,115 9,284,628

 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
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１．　追　 加

２．　変　 更

18,300 17,800

限 度 額

証書
借入

383,900

第２表　　地　方　債　補　正

変更
なし

変更
なし

変更
なし

4.0％以内

起債の
方 法

庁舎1階東 側ト イレ
改 修 事 業 債

償還の
方 法

千円 千円

臨 時 財 政 対 策 債 333,000 273,013

起 債 の 目 的

変　　　　　更　　　　　前 変　　　更　　　後

起債の
方 法

32,800

防 災 行 政 無 線
整 備 事 業 債

402,700

庁舎非常用電源設
備 等 整 備 事 業 債

利  率利　率 償還の方法 限 度 額

（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）

災 害 用 ト イ レト レー
ラ ー
整 備 事 業 債

19,000 16,100

須 恵 第 三 小 学 校
校 舎 改 修 事 業 債

64,200 63,300

 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。

須恵町多目的公園
（仮称）整備事業債

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

千円

106,300 99,400

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。

（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）

小・中学校情報通信ネットワーク
環 境 施 設 整 備 事 業 債

44,800 証書借入

37,500
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期　　間 期　　間
             千円              千円

600,951 641,563須 恵 町 包 括 業 務 委 託
平成３０年度から
令和 ３ 年度まで

平成３０年度から
令和 ３ 年度まで

第３表     債 務 負 担 行 為 補 正

１．変　更

事　　      項
変　　更　　前 変　　更　　後

限 度 額 限 度 額
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１．追　加

款 項 事        業        名 金      額

千円

9. 消 防 費 1. 消 防 費 災 害 用 ト イ レ トレ ーラ ー購 入 費 17,000

10. 教 育 費 1. 教 育 総 務 費
小・中学校情報通信ネットワーク
環 境 施 設 整 備 事 業

89,782

106,782　合　　　　　　　　　　　　　　　　計

第４表    繰 越 明 許 費 補 正
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歳入歳出予算事項別明細書
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１　　歳    入

　２款　地方譲与税

　４項　地方道路譲与税

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

1 地方道路譲与税 0 1 1

計 0 1 1

　６款　地方消費税交付金

　１項　地方消費税交付金

1 地方消費税交付金 523,000 △50,000 473,000

計 523,000 △50,000 473,000

　９款　地方交付税

　１項　地方交付税

1 地方交付税 1,706,000 136,311 1,842,311

計 1,706,000 136,311 1,842,311

１１款　分担金及び負担金

　１項　負担金

2 民生費負担金 107,835 △3,800 104,035

3 教育費負担金 14,132 1,836 15,968

計 122,190 △1,964 120,226
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節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

1 地方道路譲与 1 地方道路譲与税 1

税

1 地方消費税交 △50,000 地方消費税交付金 △10,000
社会保障財源交付金 △40,000

付金

1 地方交付税 136,311 普通交付税 136,311

1 現年度分児童 △3,800 現年度分児童福祉施設費負担金 △3,800

福祉費負担金

2 中学校費負担 1,836 中学校ランチサービス負担金 1,836

金
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１２款　使用料及び手数料

　１項　使用料

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

3 衛生使用料 6,000 △4,920 1,080

6 教育使用料 26,469 1,600 28,069

計 55,637 △3,320 52,317

１２款　使用料及び手数料

　２項　手数料

1 総務手数料 12,691 △100 12,591

2 衛生手数料 60,268 △3,000 57,268

計 73,063 △3,100 69,963

１３款　国庫支出金

　１項　国庫負担金

1 民生費国庫負担金 905,837 1,282 907,119
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節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

1 保健衛生使用 △4,920 葬祭場（火葬）使用料 △4,920

料

1 現年度分幼稚 1,600 現年度分幼稚園使用料 1,600

園使用料

1 総務手数料 △100 税 務 課
  税関係証明手数料 △100

1 清掃手数料 △3,000 塵芥処理手数料 △3,000

1 児童福祉費国 △10,769 住 民 課
  未熟児養育医療費国庫負担金 △3,067

庫負担金   前年度未熟児養育医療費国庫負担金 222
子ども教育課
  施設型給付費等国庫負担金 △6,600
  子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 △1,324

2 児童手当国庫 1,556 児童手当国庫負担金 1,556

負担金

3 国民健康保険 1,606 国民健康保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分） 1,606

国庫負担金

4 障害者自立支 8,889 障害児施設措置費国庫負担金 8,889

援等諸費国庫

負担金
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１３款　国庫支出金

　１項　国庫負担金

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

2 衛生費国庫負担金 50 1,000 1,050

計 905,887 2,282 908,169

１３款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

1 総務費国庫補助金 10,069 10,055 20,124

2 民生費国庫補助金 29,373 5,030 34,403

3 衛生費国庫補助金 2,901 △2,900 1

4 土木費国庫補助金 30,223 △520 29,703

5 教育費国庫補助金 4,120 44,496 48,616
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節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

2 感染症予防事 1,000 緊急風しん抗体検査等事業費国庫負担金 1,000

業費等国庫負

担金

1 総務管理費国 4,661 個人番号カード交付事業費国庫補助金 4,116
個人番号カード利用環境整備費国庫補助金 545

庫補助金

3 戸籍住民基本 5,394 個人番号カード交付事務費国庫補助金 5,394

台帳費国庫補

助金

2 児童福祉費国 5,030 地域子育て支援拠点事業費国庫補助金 294
乳児家庭全戸訪問事業費国庫補助金 224

庫補助金 養育支援訪問事業費国庫補助金 247
放課後児童健全育成事業費国庫補助金 445
延長保育事業費国庫補助金 428
一時預かり事業費国庫補助金 △8
利用者支援事業費国庫補助金 2,878
多様な事業者の参入促進・能力活用事業費国庫補助金 522

1 保健衛生費国 △2,900 利用者支援事業費国庫補助金 △2,900

庫補助金

1 道路橋梁費国 △520 社会資本整備総合交付金 △520

庫補助金

1 小学校費国庫 △96 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 △110
要保護児童扶助費国庫補助金 14

補助金

2 中学校費国庫 54 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 80
要保護生徒扶助費国庫補助金 △26

補助金
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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 140,347 56,161 196,508

１３款　国庫支出金

　３項　委託金

2 民生費委託金 8,354 △76 8,278

計 8,784 △76 8,708

１４款　県支出金

　１項　県負担金

1 民生費県負担金 474,020 △7,728 466,292
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節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

3 幼稚園費国庫 △353 幼稚園就園奨励費国庫補助金 △353

補助金

4 教育総務費国 44,891 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備補助金 44,891

庫補助金

1 児童福祉費委 34 特別児童扶養手当事務委託金 34

託金

2 国民年金事務 △110 基礎年金事務委託金 △110

取扱費委託金

1 児童福祉費県 △8,209 住 民 課
  未熟児養育医療費県負担金 △1,525

負担金   前年度未熟児養育医療費県負担金 278
子ども教育課
  施設型給付費等県負担金 △6,300
  子育てのための施設等利用給付費県負担金 △662

2 児童手当県負 240 児童手当県負担金 240

担金

3 国民健康保険 800 国民健康保険基盤安定県負担金（保険税軽減分） △3
国民健康保険基盤安定県負担金（保険者支援分） 803

県負担金

5 後期高齢者医 △577 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 △577

療県負担金
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１４款　県支出金

　１項　県負担金

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

計 474,020 △7,728 466,292

１４款　県支出金

　２項　県補助金

2 民生費県補助金 107,098 △10,462 96,636

6 土木費県補助金 145 △145 0

計 149,870 △10,607 139,263

１４款　県支出金

　３項　委託金

1 総務費委託金 53,300 585 53,885

計 54,828 585 55,413
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節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

6 民生委員推薦 18 民生委員推薦会費県負担金 18

会費県負担金

2 子ども医療費 △6,810 子ども医療費県補助金 △9,858
前年度分子ども医療費県補助金 3,048

県補助金

3 重度障害者医 △4,586 重度障害者医療費県補助金 △4,939
前年度分重度障害者医療費県補助金 353

療費県補助金

4 ひとり親家庭 △377 ひとり親家庭等医療費県補助金 △2,110
前年度分ひとり親家庭等医療費県補助金 1,733

等医療費県補

助金

6 児童福祉費県 1,311 放課後児童健全育成事業費県補助金 744
放課後児童クラブ利用料減免事業県補助金 45

補助金 多様な事業者の参入促進・能力活用事業費県補助金 522

1 道路橋梁費県 △145 ブロック塀等撤去費県補助金 △145

補助金

3 選挙費委託金 585 県知事、県議一般選挙事務委託金 585
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計 421,006 △401,000 20,006

1 基金繰入金 421,002 △401,000 20,002

１７款　繰入金

　１項　繰入金

計 30,002 1,004 31,006

2 教育費寄附金 1 4 5

1 一般寄附金 30,001 1,000 31,001

１６款　寄附金

　１項　寄附金

計 18,219 1,805 20,024

1 不動産売払収入 2,565 1,805 4,370

１５款　財産収入

　２項　財産売払収入

計 31,318 43 31,361

 千円  千円  千円

2 利子及び配当金 2,522 43 2,565

目 補正前の額 補　正　額 計

１５款　財産収入

　１項　財産運用収入
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繰入金

△401,000 財政調整基金繰入金 △401,0001 財政調整基金

寄附金

1 自然教育林費 4 自然教育林基金寄附金 4

1,000 篤志寄附金 1,0001 一般寄附金

入

1,805 不動産売払収入 1,8051 不動産売払収

金

1 利子及び配当 43 財政調整基金利子 43

 千円  千円

節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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5 教育債 66,500 43,900 110,400

4 消防債 426,600 △21,700 404,900

1 総務債 495,100 △72,087 423,013

２０款　町債

　１項　町債

計 313,046 4,813 317,859

1 雑入 313,046 4,813 317,859

１９款　諸収入

　３項　雑入

計 217,238 154,562 371,800

1 繰越金 217,238 154,562 371,800

 千円  千円  千円

　１項　繰越金

目 補正前の額 補　正　額 計

１８款　繰越金
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修事業債

1 小学校施設改 △900 須恵第三小学校校舎改修事業債 △900

災事業債
災害用トイレトレーラー整備事業債 △2,900

1 緊急防災・減 △21,700 防災行政無線整備事業債 △18,800

債
庁舎１階東側トイレ改修事業債 △500

3 庁舎改修事業 △7,400 庁舎非常用電源設備等整備事業債 △6,900

備事業債

2 多目的公園整 △4,700 須恵町多目的公園（仮称）整備事業債 △4,700

債

△59,987 臨時財政対策債 △59,9871 臨時財政対策

  幼稚園給食費 △2,300
8 教育費雑入 △2,300 子ども教育課

7 消防費雑入 567 消防団員等退職報償金組合報償金 567

  保育所給食費 △1,900
子ども教育課
  子ども医療過年度高額療養費及び返納金 2,800

2 民生費雑入 900 住 民 課

  新市町村振興宝くじ交付金 5,646
5,646 総 務 課1 総務費雑入

1 繰越金 154,562 前年度繰越金 154,562

金　　額

 千円  千円

節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分

- 23 -



計 1,018,700 △49,887 968,813

 千円  千円  千円

２０款　町債

　１項　町債

目 補正前の額 補　正　額 計
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節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

4 教育情報シス 44,800 小・中学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業債 44,800

テム整備事業

債
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２　　歳    出

　１款　議会費

　１項　議会費

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

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

1 議会費 114,949 △3,516 111,433 △3,516

計 114,949 △3,516 111,433 0 0 0 △3,516

　２款　総務費

　１項　総務管理費

1 一般管理費 567,210 △8,943 558,267 5,667 △14,610

国庫支出金

5,667

2 文書費 22,696 76 22,772 76

3 広報費 10,040 △1,400 8,640 △1,400

6 財産管理費 299,688 △16,240 283,448 △5,200 △11,040

町債

△5,200
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

3 職員手当等 △1,625   1 職員人件費（議会費） 71
　　03 職員手当等 71
　　　　時間外手当 71

9 旅費 △1,891   2 議会運営事業（議会事務局） △3,587
　　03 職員手当等 △1,696
　　　　議員期末手当 △1,696
　　09 旅費 △1,891
　　　　特別旅費 △1,891

2 給料 △249   1 職員人件費（一般管理費） △263
　　02 給料 △249
　　　　特別職給料 △249

3 職員手当等 △14 　　03 職員手当等 △14
　　　　特別職地域手当 △14
  2 職員採用・人事異動事務（総務課） △891

4 共済費 △8,500 　　14 使用料及び賃借料 △891
　　　　ＳＰＩ３適性検査利用料 △891
  3 臨時職員等人事管理事務（総務課） 11,800

8 報償費 20,300 　　04 共済費 △8,500
　　　　嘱託員等社会保険料 △8,500
　　08 報償費 20,300

13 委託料 △17,391 　　　　嘱託職員退職慰労金 20,300
  4 行政区等運営事務（総務課） △1,000
　　19 負担金、補助及び交付金 △1,000

14 使用料及び賃 △891 　　　　連絡員事務費交付金 △1,000
  5 広域行政推進事業（総務課） △1,198

借料 　　19 負担金、補助及び交付金 △1,198
　　　　糟屋郡自治会館組合庁舎等修繕費負担金 △1,198
  6 役場運営事務（総務課） △730

19 負担金、補助 △2,198 　　13 委託料 △730
　　　　訴訟弁護士委託料 △730

及び交付金   7 行財政改革推進事業（総務課） △16,661
　　13 委託料 △16,661
　　　　包括業務委託料 △16,661

13 委託料 76   1 文書管理事務（総務課） 76
　　13 委託料 76
　　　　文書管理業務委託料 76

11 需用費 △1,400   1 広報すえ発行事業（まちづくり課） △1,400
　　11 需用費 △1,400
　　　　印刷製本費 △1,400

13 委託料 △3,500   1 庁舎等管理事務（総務課） △500
　　15 工事請負費 △500
　　　　庁舎等補修工事請負費 △500

14 使用料及び賃 △1,000   2 公用車管理事務（総務課） △1,000
　　14 使用料及び賃借料 △1,000

借料 　　　　自動車借上料 △1,000
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補　正　額　の　財　源　内　訳

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

 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債

 千円 千円  千円  千円  千円

7 企画費 16,683 △700 15,983 △700

9 基金費 34,954 2,848 37,802 2,848

財産収入

1,848

寄附金

1,000

10 交通安全対 10,351 △400 9,951 △400

策費

11 防犯費 5,670 △240 5,430 △240

13 電算管理費 139,629 4,191 143,820 4,191
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　　　　財政調整基金利子積立金 43
　　　　  ・篤志寄附金分 1,000

節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

15 工事請負費 △11,740   3 町有財産管理事務（まちづくり課） △6,720
　　13 委託料 △500
　　　　町有地測量業務委託料 △500
　　15 工事請負費 △6,220
　　　　須恵町多目的公園（仮称）造成工事請負費 △6,220
  4 庁舎非常用電源設備等改修事業（総務課） △4,500
　　15 工事請負費 △4,500
　　　　庁舎非常用電源設備等改修工事請負費 △4,500
  5 庁舎トイレ改修事業（総務課） △520
　　15 工事請負費 △520
　　　　１階東側トイレ改修工事請負費 △520
  6 公共施設等管理事業（総務課） △3,000
　　13 委託料 △3,000
　　　　個別施設計画策定業務委託料 △3,000

13 委託料 △700   1 ふるさと応援寄附金事業（まちづくり課） △700
　　13 委託料 △700
　　　　ふるさと応援寄附金業務委託料 △700

25 積立金 2,848   1 基金管理事務（総務課） 2,848
　　25 積立金 2,848
　　　　財政調整基金積立金 2,805

11 需用費 △400   1 ＪＲ駅舎維持管理事務（総務課） △400
　　11 需用費 △400
　　　　修繕料 △400

11 需用費 △240   1 防犯事務（総務課） △240
　　11 需用費 △240
　　　　光熱水費 △240

12 役務費 447   1 自治体クラウド運用管理事業（総務課） 4,158
　　12 役務費 441
　　　　自治体クラウドサービス利用料 441

13 委託料 △1,145 　　13 委託料 △1,172
　　　　帳票管理委託料 327
　　　　社会保障・税番号制度システム整備業務委託料 △410

14 使用料及び賃 △495 　　　　自治体クラウドサービス提供業務委託料 △1,089
　　14 使用料及び賃借料 △495

借料 　　　　ハード使用料 △495
　　19 負担金、補助及び交付金 5,384
　　　　地方公共団体情報システム機構負担金 5,384

19 負担金、補助 5,384   2 個別情報システム運用管理事業（総務課） 33
　　12 役務費 6

及び交付金 　　　　ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービス利用料 6
　　13 委託料 27
　　　　統合型ＧＩＳ運用保守委託料 27

　　　　  ・不動産売払収入分 1,805
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　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

 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 千円  千円  千円  千円

15 コミュニテ 25,537 △691 24,846 △691

ィバス運行

費

計 1,180,586 △21,499 1,159,087 5,667 △5,200 2,848 △24,814

　２款　総務費

　２項　徴税費

1 税務総務費 111,187 △1,313 109,874 △100 △1,213

使用料及び

手数料

△100

2 賦課徴収費 21,980 200 22,180 200

計 133,167 △1,113 132,054 0 0 △100 △1,013

　２款　総務費

　３項　戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基 48,001 155 48,156 272 △117

本台帳費 国庫支出金

272

計 48,001 155 48,156 272 0 0 △117
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

13 委託料 △691   1 コミュニティバス運営事業（まちづくり課） △691
　　13 委託料 △691
　　　　コミュニティバス新ルート案策定業務委託料 △691

7 賃金 △1,313   1 税務総務事務（税務課） △1,313
　　07 賃金 △1,313
　　　　滞納整理指導員賃金 △1,313

12 役務費 200   1 町税収納事務（税務課） 200
　　12 役務費 200
　　　　コンビニ収納業務取扱手数料 200

3 職員手当等 155   1 職員人件費（戸籍住民基本台帳費） 155
　　03 職員手当等 155
　　　　住居手当 54
　　　　通勤手当 14
　　　　時間外手当 87

- 31 -



補　正　額　の　財　源　内　訳

その他

　２款　総務費

　４項　選挙費

目 補正前の額 補正額 計

 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債

 千円 千円  千円  千円  千円

3 県知事、県 6,918 △1,000 5,918 585 △1,585

議一般選挙 県支出金

費 585

4 町議会議員 10,668 △1,600 9,068 △1,600

選挙費

5 参議院議員 13,895 △4,500 9,395 △4,500

通常選挙費

計 32,351 △7,100 25,251 585 0 0 △7,685

　３款　民生費

　１項　社会福祉費

1 社会福祉総 422,603 △9,760 412,843 2,424 △12,184

務費 国庫支出金

1,606

県支出金

818

2 老人福祉費 41,935 △7,349 34,586 △7,349
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

11 需用費 △200   1 選挙実施事務（総務課） △1,000
　　11 需用費 △200
　　　　消耗品費 △200

12 役務費 △600 　　12 役務費 △600
　　　　交付機等保守点検料 △600
　　13 委託料 △200

13 委託料 △200 　　　　選挙公報配布委託料 △200

3 職員手当等 △600   1 選挙実施事務（総務課） △1,600
　　03 職員手当等 △600
　　　　投票・開票事務従事者時間外手当 △600

12 役務費 △1,000 　　12 役務費 △1,000
　　　　通信運搬費 △1,000

3 職員手当等 △700   1 選挙実施事務（総務課） △4,500
　　03 職員手当等 △700
　　　　投票・開票事務従事者時間外手当 △700

13 委託料 △800 　　13 委託料 △800
　　　　期日前投票事務委託料 △800
　　18 備品購入費 △3,000

18 備品購入費 △3,000 　　　　選挙備品購入費 △3,000

3 職員手当等 22   1 職員人件費（社会福祉総務費） 42
　　03 職員手当等 22
　　　　通勤手当 22

4 共済費 20 　　04 共済費 20
　　　　職員共済組合負担金 20
  2 若年者専修学校等技能習得資金貸与事業（健康福祉課） △1,196

19 負担金、補助 △1,000 　　21 貸付金 △1,196
　　　　若年者専修学校等技能習得入校支度金貸与金 △200

及び交付金 　　　　若年者専修学校等技能習得修学資金貸与金 △996
  3 福祉タクシー券事業（健康福祉課） △1,000
　　19 負担金、補助及び交付金 △1,000

21 貸付金 △1,196 　　　　福祉タクシー利用助成金 △1,000
  4 国民健康保険特別会計繰出金（住民課） △7,606
　　28 繰出金 △7,606

28 繰出金 △7,606 　　　　国民健康保険保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） △5
　　　　国民健康保険保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 3,212
　　　　国民健康保険財政安定化支援事業繰出金 187
　　　　国民健康保険その他繰出金 △11,000

13 委託料 △1,400   1 高齢者安心見守り事業（健康福祉課） △1,400
　　13 委託料 △1,400
　　　　緊急通報装置貸与事業運営委託料 △1,400

19 負担金、補助 △1,749   2 在宅高齢者サービス事業（健康福祉課） △1,949
　　19 負担金、補助及び交付金 △1,749

及び交付金 　　　　ねたきり高齢者介護手当補助金 △1,360
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補　正　額　の　財　源　内　訳

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

 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債

 千円 千円  千円  千円  千円

4 重度障害者 71,693 1,010 72,703 △4,586 5,596

医療対策費 県支出金

△4,586

6 後期高齢者 398,298 △1,884 396,414 △577 △1,307

医療対策費 県支出金

△577

7 介護保険事 333,934 △45,053 288,881 △45,053

業費

8 介護予防対 18,500 △2,200 16,300 △2,200

策費

10 障がい者福 611,456 △500 610,956 8,889 △9,389

祉費 国庫支出金

8,889

11 地域活性化 65,012 △2,300 62,712 △2,300

センター、

福祉センタ

ー、西作業

所管理運営

費

計 2,039,655 △68,036 1,971,619 6,150 0 0 △74,186
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

20 扶助費 △4,200 　　　　住宅改造助成事業補助金 △389
　　20 扶助費 △200
　　　　老人介護用品給付サービス事業費 △200
  3 老人保護措置事業（健康福祉課） △4,000
　　20 扶助費 △4,000
　　　　老人保護措置費 △4,000

13 委託料 10   1 重度障害者医療費助成事業（住民課） 1,010
　　13 委託料 10
　　　　審査支払手数料 10

20 扶助費 1,000 　　20 扶助費 1,000
　　　　重度障害者医療費 1,000

28 繰出金 △1,884   1 後期高齢者医療特別会計繰出金（住民課） △1,884
　　28 繰出金 △1,884
　　　　後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 △1,115
　　　　後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 △769

19 負担金、補助 △45,053   1 介護保険事業（健康福祉課） △45,053
　　19 負担金、補助及び交付金 △45,053

及び交付金 　　　　福岡県介護保険広域連合本部負担金 △45,053

13 委託料 △2,200   1 配食サービス事業（健康福祉課） △2,200
　　13 委託料 △2,200
　　　　配食利用サービス事業委託料 △2,200

19 負担金、補助 △500   1 障がい児・者福祉手当事務（健康福祉課） △500
　　19 負担金、補助及び交付金 △500

及び交付金 　　　　心身障害者扶養共済掛金補助金 △500

11 需用費 △400   1 福祉施設管理運営事業（健康福祉課） △2,300
　　11 需用費 △400
　　　　燃料費 △400

13 委託料 △1,000 　　13 委託料 △1,000
　　　　施設管理委託料 △1,000
　　15 工事請負費 △900

15 工事請負費 △900 　　　　福祉センター改修工事請負費 △900
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　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

 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 千円  千円  千円  千円

1 児童福祉総 20,412 △762 19,650 34 △796

務費 国庫支出金

34

2 児童措置費 625,781 △2,795 622,986 1,796 △4,591

国庫支出金

1,556

県支出金

240

3 保育総務費 302,028 3,171 305,199 338 △3,800 6,633

国庫支出金 分担金及び

96 負担金

県支出金 △3,800

242

4 アザレア幼 96,899 △25,326 71,573 △1,880 △23,446

児園費 使用料及び

手数料

520

諸収入

△2,400
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

13 委託料 △762   1 児童扶養手当事務（子ども教育課） △762
　　13 委託料 △762
　　　　児童扶養手当システム改修業務委託料 △762

20 扶助費 △2,795   1 児童手当支給事務（子ども教育課） △2,795
　　20 扶助費 △2,795
　　　　児童手当 △2,795

2 給料 121   1 職員人件費（保育総務費） 288
　　02 給料 121
　　　　職員給料 121

3 職員手当等 △1,480 　　03 職員手当等 120
　　　　扶養手当 20
　　　　地域手当 10

4 共済費 47 　　　　時間外手当 90
　　04 共済費 47
　　　　職員共済組合負担金 47

7 賃金 △1,000   2 保育士等人事管理事務（子ども教育課） △3,000
　　12 役務費 △3,000
　　　　保育士等紹介手数料 △3,000

12 役務費 △3,000   3 保育実施負担金（子ども教育課） 9,483
　　19 負担金、補助及び交付金 8,040
　　　　障害児等保育助成事業補助金 8,040

19 負担金、補助 7,040 　　23 償還金、利子及び割引料 1,443
　　　　保育所運営費国県負担金償還金 1,443

及び交付金   4 幼児教育・保育無償化事業（子ども教育課） △2,600
　　03 職員手当等 △1,600
　　　　時間外手当 △1,600

23 償還金、利子 1,443 　　19 負担金、補助及び交付金 △1,000
　　　　子育てのための施設等利用給付費 △1,000

及び割引料   5 幼児園給食事業（子ども教育課） △1,000
　　07 賃金 △1,000
　　　　栄養士臨時雇賃金 △1,000

7 賃金 △21,100   1 幼児園運営事業（子ども教育課） △21,500
　　07 賃金 △19,000
　　　　臨時保育士幼稚園教諭雇賃金 △16,400

11 需用費 △4,226 　　　　パート保育士雇賃金 △2,600
　　11 需用費 △2,500
　　　　消耗品費 △2,500
  2 幼児園施設設備維持管理事業（子ども教育課） △726
　　11 需用費 △726
　　　　光熱水費 △726
  3 幼児園給食事業（子ども教育課） △3,100
　　07 賃金 △2,100
　　　　臨時調理員雇賃金 △1,200
　　　　パート調理員雇賃金 △900
　　11 需用費 △1,000
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　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

 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 千円  千円  千円  千円

5 れいんぼー 76,027 △13,700 62,327 △470 △13,230

幼児園費 使用料及び

手数料

280

諸収入

△750

6 わかすぎの 126,295 △1,133 125,162 △12,757 11,624

杜保育園費 国庫支出金

△6,457

県支出金

△6,300

7 須恵めぐみ 138,518 △21,000 117,518 143 △21,143

保育園費 国庫支出金

143

10 子育て支援 72,511 1,560 74,071 294 1,266

事業費 国庫支出金

294

12 学童保育所 16,955 △1,073 15,882 1,234 △2,307

管理費 国庫支出金

445

県支出金

789

13 未熟児養育 8,005 △6,500 1,505 △4,092 △2,408

医療対策費 国庫支出金

△2,845
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

　　　　給食材料費 △1,000

7 賃金 △11,800   1 幼児園運営事業（子ども教育課） △12,800
　　07 賃金 △11,600
　　　　臨時保育士雇賃金 △9,900

11 需用費 △1,900 　　　　パート保育士雇賃金 △1,700
　　11 需用費 △1,200
　　　　消耗品費 △1,200
  2 幼児園給食事業（子ども教育課） △900
　　07 賃金 △200
　　　　パート調理員雇賃金 △200
　　11 需用費 △700
　　　　給食材料費 △700

13 委託料 △6,500   1 保育実施委託事業（子ども教育課） △1,133
　　13 委託料 △6,500
　　　　わかすぎの杜保育園保育実施委託料 △6,500

19 負担金、補助 5,367 　　19 負担金、補助及び交付金 5,367
　　　　障害児等保育助成事業補助金 5,367

及び交付金

13 委託料 △21,000   1 保育実施委託事業（子ども教育課） △21,000
　　13 委託料 △21,000
　　　　須恵めぐみ保育園保育実施委託料 △21,000

7 賃金 △1,440   1 子ども発達支援事業（子ども教育課） △1,440
　　07 賃金 △1,440
　　　　臨時雇賃金 △1,440

19 負担金、補助 3,000   2 待機児童支援事業（子ども教育課） 3,000
　　19 負担金、補助及び交付金 3,000

3,000及び交付金 　　　　待機児童支援事業補助金

13 委託料 △623   1 学童保育運営事業（子ども教育課） △1,073
　　13 委託料 △623
　　　　放課後児童クラブ実施委託料 △623

19 負担金、補助 △450 　　19 負担金、補助及び交付金 △450
　　　　福岡県放課後児童クラブ利用料減免事業補助金 △450

及び交付金

20 扶助費 △6,500   1 未熟児養育医療給付事業（住民課） △6,500
　　20 扶助費 △6,500
　　　　未熟児養育医療給付費 △6,500
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補　正　額　の　財　源　内　訳

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

 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債

 千円 千円  千円  千円  千円

県支出金

△1,247

計 1,583,821 △67,558 1,516,263 △13,010 0 △6,150 △48,398

　３款　民生費

　３項　生活保護費

2 扶助費 1,213 △800 413 △800

計 1,226 △800 426 0 0 0 △800

　３款　民生費

　４項　国民年金事務取扱費

1 国民年金事 5,384 △110 5,274 △110

務取扱費 国庫支出金

△110

計 5,384 △110 5,274 △110 0 0 0

　４款　衛生費

　１項　保健衛生費

1 保健衛生総 30,668 △1,472 29,196 △1,472

務費

3 環境衛生費 31,207 △4,899 26,308 △4,920 21
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

20 扶助費 △800   1 行旅病人取扱事務（健康福祉課） △800
　　20 扶助費 △800
　　　　行旅病人取扱費 △800

13 委託料 △110   1 国民年金事務（住民課） △110
　　13 委託料 △110
　　　　国民年金システム改修業務委託料 △110

2 給料 △713   1 職員人件費（保健衛生総務費） △1,472
　　02 給料 △713
　　　　職員給料 △713

3 職員手当等 △553 　　03 職員手当等 △553
　　　　地域手当 △42
　　　　通勤手当 △8

4 共済費 △206 　　　　期末手当 △227
　　　　勤勉手当 △158
　　　　職員退職手当組合負担金 △118
　　04 共済費 △206
　　　　職員共済組合負担金 △206

9 旅費 16   1 火葬・改葬関係事務（地域振興課） △4,915
　　13 委託料 △4,915
　　　　火葬委託料 △4,915
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　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

 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 千円  千円  千円  千円

使用料及び

手数料

△4,920

5 住民健康対 136,022 △2,066 133,956 △2,066

策費

7 母子保健事 45,461 △6,579 38,882 471 △7,050

業費 国庫支出金

471

9 自然食普及 19,740 △1,100 18,640 △1,100

センター運

営費

計 286,091 △16,116 269,975 471 0 △4,920 △11,667

　４款　衛生費

　２項　清掃費

1 塵芥処理費 258,287 △8,900 249,387 △3,000 △5,900

使用料及び

手数料

△3,000

計 542,550 △8,900 533,650 0 0 △3,000 △5,900

- 42 -



節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

13 委託料 △4,915   2 空家等対策事業（地域振興課） 16
　　09 旅費 16
　　　　空家等対策協議会費用弁償 16

7 賃金 △2,066   1 健康増進事業（健康福祉課） △2,066
　　07 賃金 △2,066
　　　　臨時雇賃金 △2,066

2 給料 △1,200   1 職員人件費（母子保健事業費） △1,280
　　02 給料 △1,200
　　　　保健師嘱託員給料 △1,200

3 職員手当等 △80 　　03 職員手当等 △80
　　　　嘱託員通勤手当 △60
　　　　嘱託員期末手当 △20

7 賃金 △1,568   2 妊婦支援事業（健康福祉課） △1,300
　　13 委託料 △1,300
　　　　妊婦健康診査委託料 △1,300

8 報償費 △490   3 乳幼児支援事業（健康福祉課） △2,058
　　07 賃金 △1,568
　　　　看護師臨時雇賃金 △1,568

13 委託料 △3,241 　　08 報償費 △490
　　　　乳幼児健診保健指導従事者報償費 △490
  4 子育て世代包括支援センター管理運営事業（健康福祉課） △1,941
　　13 委託料 △1,941
　　　　保健センター事務室改修業務委託料 △1,941

16 原材料費 △1,100   1 自然食普及センター管理運営事業（健康福祉課） △1,100
　　16 原材料費 △1,100
　　　　みそ加工所販売材料代 △1,100

11 需用費 △8,900   1 廃棄物収集事業（地域振興課） △8,900
　　11 需用費 △8,900
　　　　ごみ袋製作費 △8,900
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　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

 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 千円  千円  千円  千円

2 農業総務費 75,792 △2,727 73,065 △2,727

計 181,266 △2,727 178,539 0 0 0 △2,727

　６款　農林水産業費

　２項　林業費

2 林業振興費 15,533 △610 14,923 △610

計 28,531 △610 27,921 0 0 0 △610

　８款　土木費

　１項　土木管理費

1 土木総務費 79,610 △633 78,977 △633

計 79,610 △633 78,977 0 0 0 △633

　８款　土木費

　２項　道路橋梁費

1 道路維持費 59,937 △102 59,835 △102

2 道路新設改 107,100 △425 106,675 △275 △150

良費
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

3 職員手当等 50   1 職員人件費（農業総務費） 50
　　03 職員手当等 50
　　　　時間外手当 50

28 繰出金 △2,777   2 農業集落排水事業特別会計繰出金（上下水道課） △2,777
　　28 繰出金 △2,777
　　　　農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,777

13 委託料 △610   1 森林整備管理事業（地域振興課） △610
　　13 委託料 △610
　　　　林道橋個別施設計画策定業務委託料 △610

9 旅費 △209   1 道路台帳整備・管理事務（都市整備課） △324
　　13 委託料 △324
　　　　道路管理システム保守委託料 △324

13 委託料 △324   2 道路維持管理事業（都市整備課） △309
　　09 旅費 △209
　　　　特別旅費 △209

19 負担金、補助 △100 　　19 負担金、補助及び交付金 △100
　　　　研修会負担金 △100

及び交付金

17 公有財産購入 △102   1 道路維持管理事業（都市整備課） △102
　　17 公有財産購入費 △102

費 　　　　赤石～寺浦線道路用地取得費 △102

17 公有財産購入 △425   1 道路新設改良事業（都市整備課） △425
　　17 公有財産購入費 △425

費 　　　　乙植木～平原線道路改良工事に伴う用地取得費 △425
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補　正　額　の　財　源　内　訳

その他

　８款　土木費

　２項　道路橋梁費

目 補正前の額 補正額 計

 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債

 千円 千円  千円  千円  千円

国庫支出金

△275

4 交通安全施 19,525 △545 18,980 △390 △155

設費 国庫支出金

△245

県支出金

△145

計 191,742 △1,072 190,670 △665 0 0 △407

　８款　土木費

　４項　都市計画費

1 都市計画総 22,171 △533 21,638 △533

務費

2 開発管理費 6,993 △292 6,701 △292

4 自然教育林 371 4 375 4

費 寄附金

4

計 44,902 △821 44,081 0 0 4 △825

　８款　土木費

　５項　下水道費

1 公共下水道 320,082 △15,801 304,281 △15,801

費

計 320,082 △15,801 304,281 0 0 0 △15,801

- 46 -



節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

19 負担金、補助 △545   1 交通安全施設維持事業（都市整備課） △545
　　19 負担金、補助及び交付金 △545

及び交付金 　　　　ブロック塀等撤去費補助金 △545

13 委託料 △533   1 都市計画関係事務（都市整備課） △533
　　13 委託料 △533
　　　　都市計画基礎調査業務委託料 △533

13 委託料 △292   1 国土調査関係事務（都市整備課） △292
　　13 委託料 △292
　　　　公共基準点設置業務委託料 △292

25 積立金 4   1 基金管理事務（総務課） 4
　　25 積立金 4
　　　　自然教育林基金寄附金積立金 4

28 繰出金 △15,801   1 公共下水道事業特別会計繰出金（上下水道課） △15,801
　　28 繰出金 △15,801
　　　　公共下水道事業特別会計繰出金 △15,801
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　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

 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 千円  千円  千円  千円

1 常備消防費 303,699 △3,816 299,883 △3,816

2 非常備消防 43,705 △1,000 42,705 567 △1,567

費 諸収入

567

3 消防施設費 409,243 △7,799 401,444 △18,800 11,001

町債

△18,800

4 災害対策費 23,345 △4,000 19,345 △2,900 △1,100

町債

△2,900

計 779,992 △16,615 763,377 0 △21,700 567 4,518

１０款　教育費

　１項　教育総務費

2 事務局費 183,209 △12,015 171,194 △12,015
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

19 負担金、補助 △3,816   1 粕屋南部消防組合負担金（総務課） △3,816
　　19 負担金、補助及び交付金 △3,816

及び交付金 　　　　粕屋南部消防組合負担金 △3,816

9 旅費 △500   1 消防団活動事業（総務課） △1,000
　　09 旅費 △500
　　　　消防団出動費用弁償 △500

11 需用費 △500 　　11 需用費 △500
　　　　修繕料 △500

15 工事請負費 △7,799   1 防災行政無線整備事業（総務課） △7,799
　　15 工事請負費 △7,799
　　　　防災行政無線整備工事請負費 △7,799

3 職員手当等 △2,000   1 災害対策事業（総務課） △4,000
　　03 職員手当等 △2,000
　　　　時間外手当 △2,000

18 備品購入費 △2,000 　　18 備品購入費 △2,000
　　　　災害用トイレトレーラー購入費 △2,000

2 給料 △187   1 職員人件費（事務局費） 52
　　02 給料 △187
　　　　特別職給料 △187

3 職員手当等 239 　　03 職員手当等 239
　　　　特別職地域手当 △11
　　　　時間外手当 250

7 賃金 △12,024   2 教育委員会事務局総務事務（子ども教育課） 495
　　13 委託料 495
　　　　校区変更に係る住民情報システム更新業務委託料 495

13 委託料 495   3 スクールソーシャルワーカー活用事業（子ども教育課） △700
　　07 賃金 △700
　　　　スクールソーシャルワーカー賃金 △700

19 負担金、補助 △538   4 学校施設開放事業（子ども教育課） △538
　　19 負担金、補助及び交付金 △538

及び交付金 　　　　プール開放補助金 △538
  5 教育支援事業（子ども教育課） △11,324
　　07 賃金 △11,324
　　　　少人数指導教員賃金 △5,500
　　　　特別支援学級付添人賃金 △5,824
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補　正　額　の　財　源　内　訳

その他

１０款　教育費

　１項　教育総務費

目 補正前の額 補正額 計

 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債

 千円 千円  千円  千円  千円

7 小・中学校 0 89,782 89,782 44,891 44,800 91

情報通信ネ 国庫支出金 町債

ットワーク 44,891 44,800

環境施設整

備事業費

計 210,689 77,767 288,456 44,891 44,800 0 △11,924

１０款　教育費

　２項　小学校費

1 小学校総務 55,360 △4,200 51,160 △96 △4,104

費 国庫支出金

△96

4 第二小学校 50,779 △500 50,279 △500

管理費

6 第三小学校 39,476 △500 38,976 △500

管理費

11 須恵第三小 85,666 △1,210 84,456 △900 △310

学校校舎外 町債

壁・防水改 △900

修事業費

計 296,789 △6,410 290,379 △96 △900 0 △5,414
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

15 工事請負費 89,782   1 教育情報システム運用管理事業（子ども教育課） 89,782
　　15 工事請負費 89,782
　　　　第一小学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事請負費

19,998
　　　　第二小学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事請負費

20,174
　　　　第三小学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事請負費

16,566
　　　　須恵中学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事請負費

19,305
　　　　須恵東中学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事請負費

13,739

13 委託料 300   1 小学校施設設備維持管理事業（子ども教育課） 300
　　13 委託料 300
　　　　植木手入委託料 300

20 扶助費 △4,500   2 小学校就学援助事業（子ども教育課） △4,000
　　20 扶助費 △4,000
　　　　要保護及び準要保護児童扶助費 △4,000
  3 小学校特別支援教育就学奨励事業（子ども教育課） △500
　　20 扶助費 △500
　　　　特別支援教育就学奨励費 △500

11 需用費 △500   1 小学校施設設備維持管理事業（子ども教育課） △500
　　11 需用費 △500
　　　　光熱水費 △500

11 需用費 △500   1 小学校施設設備維持管理事業（子ども教育課） △500
　　11 需用費 △500
　　　　光熱水費 △500

15 工事請負費 △1,210   1 小学校施設整備事業（子ども教育課） △1,210
　　15 工事請負費 △1,210
　　　　須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事請負費 △1,210
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補　正　額　の　財　源　内　訳

その他

１０款　教育費

　３項　中学校費

目 補正前の額 補正額 計

 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債

 千円 千円  千円  千円  千円

1 中学校総務 36,691 2,520 39,211 54 1,836 630

費 国庫支出金 分担金及び

54 負担金

1,836

計 95,833 2,520 98,353 54 0 1,836 630

１０款　教育費

　４項　幼稚園費

1 幼稚園総務 116,568 △6,061 110,507 △1,499 800 △5,362

費 国庫支出金 使用料及び

△1,117 手数料

県支出金 800

△382

2 南幼稚園費 25,563 △1,212 24,351 △1,050 △162

諸収入

△1,050

計 142,131 △7,273 134,858 △1,499 0 △250 △5,524
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

13 委託料 3,720   1 中学校就学援助事業（子ども教育課） △1,000
　　20 扶助費 △1,000
　　　　要保護及び準要保護生徒扶助費 △1,000

20 扶助費 △1,200   2 中学校特別支援教育就学奨励事業（子ども教育課） △200
　　20 扶助費 △200
　　　　特別支援教育就学奨励費 △200
  3 中学校ランチサービス事業（子ども教育課） 3,720
　　13 委託料 3,720
　　　　中学校ランチサービス業務委託料 3,720

2 給料 663   1 職員人件費（幼稚園総務費） 909
　　02 給料 663
　　　　職員給料 834

3 職員手当等 73 　　　　嘱託員給料 △171
　　03 職員手当等 73
　　　　地域手当 51

4 共済費 173 　　　　通勤手当 15
　　　　嘱託員通勤手当 △2
　　　　嘱託員担任手当 △30

7 賃金 △4,411 　　　　職員退職手当組合負担金 39
　　04 共済費 173
　　　　職員共済組合負担金 173

19 負担金、補助 △2,559   2 幼児教育・保育無償化事業（子ども教育課） △1,500
　　19 負担金、補助及び交付金 △1,500

及び交付金 　　　　子育てのための施設等利用給付費 △1,500
  3 幼稚園運営事業（子ども教育課） △4,411
　　07 賃金 △4,411
　　　　幼稚園教諭臨時雇賃金 △396
　　　　パート教諭臨時雇賃金 △4,015
  4 幼稚園就園奨励事業（子ども教育課） △1,059
　　19 負担金、補助及び交付金 △1,059
　　　　就園奨励費補助金 △1,059

11 需用費 △1,000   1 幼稚園給食事業（子ども教育課） △1,212
　　11 需用費 △1,000
　　　　給食材料費 △1,000

13 委託料 △212 　　13 委託料 △212
　　　　給食調理等業務委託料 △212
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１０款　教育費

　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

 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 千円  千円  千円  千円

1 社会教育総 103,477 320 103,797 320

務費

2 人権・同和 5,823 △650 5,173 △650

教育費

3 文化会館管 47,635 △1,000 46,635 △1,000

理運営費

4 図書館費 40,160 △2,552 37,608 △2,552

計 214,228 △3,882 210,346 0 0 0 △3,882

１０款　教育費

　６項　保健体育費

3 運動公園管 18,417 △2,958 15,459 △2,958

理運営費

計 45,527 △2,958 42,569 0 0 0 △2,958

１２款　公債費

　１項　公債費

1 元金 517,747 7,290 525,037 7,290

2 利子 38,340 △4,153 34,187 △4,153

計 556,087 3,137 559,224 0 0 0 3,137
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

3 職員手当等 320   1 職員人件費（社会教育総務費） 320
　　03 職員手当等 320
　　　　時間外手当 270
　　　　嘱託員時間外手当 50

13 委託料 △650   1 人権・同和教育啓発事業（社会教育課） △650
　　13 委託料 △650
　　　　人権学習演劇委託料 △650

11 需用費 △1,000   1 文化会館施設維持管理事業（社会教育課） △1,000
　　11 需用費 △1,000
　　　　燃料費 △500
　　　　光熱水費 △500

13 委託料 △2,552   1 図書館サービス提供事業（社会教育課） △2,552
　　13 委託料 △2,552
　　　　図書館システム更新業務委託料 △2,552

13 委託料 △2,958   1 運動公園管理運営事業（社会教育課） △2,958
　　13 委託料 △2,958
　　　　公園内緑地管理業務委託料 △2,958

23 償還金、利子 7,290   1 町債償還事務（総務課） 7,290
　　23 償還金、利子及び割引料 7,290

及び割引料 　　　　財務省 425
　　　　西日本シティ銀行 6,865

23 償還金、利子 △4,153   1 町債償還事務（総務課） △4,153
　　23 償還金、利子及び割引料 △4,153

及び割引料 　　　　財務省 △2,450
　　　　地方公共団体金融機構 △1,450
　　　　西日本シティ銀行 △208
　　　　県市町村振興協会 8
　　　　市町村共済組合 △53
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0 △144計 26,776 △144 26,632 0 0

△1441 予備費 26,776 △144 26,632

 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　予備費

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

１３款　予備費
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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