
議案第１０１号 

令和２年度 須恵町一般会計補正予算（第７号） 

 令和２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に歳入歳出それぞれ ２６０,３６９千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ １３,７４６,９９２千円

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。 

                     令和 ２ 年１２月 ４ 日提出 

須恵町長  平 松 秀 一 
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14 4,571,410 116,226 4,687,636

1 国庫負担金 1,006,293 35,000 1,041,293

2 国庫補助金 3,556,106 81,226 3,637,332

15 924,854 23,125 947,979

1 県負担金 513,219 17,500 530,719

2 県補助金 362,099 5,625 367,724

16 57,708 717 58,425

2 財産売払収入 24,924 717 25,641

17 253,804 300,101 553,905

1 寄附金 253,804 300,101 553,905

18 858,675 △184,000 674,675

1 繰入金 858,675 △184,000 674,675

21 476,800 4,200 481,000

1 町債 476,800 4,200 481,000

13,486,623 260,369 13,746,992

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

歳　　入　　合　　計

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

町債
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1 115,431 △260 115,171

1 議会費 115,431 △260 115,171

2 1,706,366 193,663 1,900,029

1 総務管理費 1,498,981 201,465 1,700,446

2 徴税費 132,267 △8,703 123,564

3 戸籍住民基本台帳費 61,128 401 61,529

5 統計調査費 11,715 500 12,215

3 4,032,343 95,940 4,128,283

1 社会福祉費 2,046,415 103,670 2,150,085

2 児童福祉費 1,978,973 △7,742 1,971,231

4 国民年金事務取扱費 6,179 12 6,191

4 940,648 △29,321 911,327

1 保健衛生費 304,825 4,269 309,094

2 清掃費 617,588 △33,590 583,998

6 203,604 2,017 205,621

1 農業費 177,549 1,241 178,790

2 林業費 26,055 776 26,831

7 314,644 40 314,684

1 商工費 314,644 40 314,684

8 742,557 3,564 746,121

1 土木管理費 74,928 3,508 78,436

4 都市計画費 96,922 56 96,978

9 3,338,249 7,075 3,345,324

1 消防費 3,338,249 7,075 3,345,324

10 1,462,594 △12,584 1,450,010

1 教育総務費 608,074 385 608,459

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

- 3 -



2 小学校費 230,574 2,126 232,700

3 中学校費 118,292 977 119,269

4 幼稚園費 188,748 △14,157 174,591

5 社会教育費 272,759 △1,915 270,844

13 21,539 235 21,774

1 予備費 21,539 235 21,774

13,486,623 260,369 13,746,992

 千円  千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円

予備費

歳　　出　　合　　計
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１．　変　 更

第２表　　地　方　債　補　正

起 債 の 目 的

変　　　　　更　　　　　前 変　　　更　　　後

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

証書
借入

変更
なし

変更
なし

変更
なし

4.0％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）

 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 学 校 ト イ レ
改 修 事 業 債

46,200 50,400
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事　　      項

4,095

6,156

11,000

1,432

18,150

2,662

4,214

11,880

19,067

緊 急 通 報 装 置
貸 与 事 業 運 営 委 託

ご み 袋 製 作 費

コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム
ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 利 用料

令和２年度から令和７年度まで

令和２年度から令和３年度まで

コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム
保 守 業 務 委 託

令和２年度から令和7年度まで

公用自動車損 害保 険料 令和２年度から令和３年度まで

通 信 運 搬 費
（ タブ レ ッ ト端末通信費 ）

千円

          第３表     債 務 負 担 行 為 補 正

１．追　加

期　　　　　　　間 限  度  額

令和２年度から令和３年度まで

令和２年度から令和５年度まで

燃 料 費
( 灯 油 の 購 入 )

令和２年度から令和７年度まで

令和２年度から令和３年度まで

ホームページリニューアル
業 務 委 託

令和２年度から令和３年度まで

消 耗 品 費
( コ ピ ー 用 紙 の 購 入 )
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歳入歳出予算事項別明細書
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１　　歳    入

１４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

1 民生費国庫負担金 1,005,158 35,000 1,040,158

計 1,006,293 35,000 1,041,293

１４款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

1 総務費国庫補助金 383,990 80,534 464,524

2 民生費国庫補助金 86,458 48 86,506

3 衛生費国庫補助金 24 644 668

計 3,556,106 81,226 3,637,332

１５款　県支出金

　１項　県負担金

1 民生費県負担金 513,219 17,500 530,719

計 513,219 17,500 530,719
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節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

4 障害者自立支 35,000 障害児通所給付費国庫負担金 35,000

援等諸費国庫

負担金

1 総務管理費国 77,241 個人番号カード交付事業費国庫補助金 △2,894
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 80,135

庫補助金

3 戸籍住民基本 3,293 個人番号カード交付事務費国庫補助金 3,293

台帳費国庫補

助金

2 児童福祉費国 48 保育対策総合支援事業費国庫補助金 48

庫補助金

1 保健衛生費国 644 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 644

庫補助金

4 障害者自立支 17,500 障害児通所給付費県負担金 17,500

援等諸費県負

担金
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１５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

1 総務費県補助金 2,578 650 3,228

2 民生費県補助金 320,160 4,500 324,660

5 商工費県補助金 300 475 775

計 362,099 5,625 367,724

１６款　財産収入

　２項　財産売払収入

1 不動産売払収入 7,124 717 7,841

計 24,924 717 25,641

１７款　寄附金

　１項　寄附金

1 一般寄附金 253,803 300,101 553,904
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節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

3 交通安全対策 650 高齢者運転免許自主返納等支援事業費県補助金 650

費県補助金

3 重度障害者医 2,000 重度障害者医療費県補助金 2,000

療費県補助金

6 児童福祉費県 2,500 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費県補助金 2,500

補助金

1 商工費県補助 475 観光振興事業宿泊税県補助金 475

金

1 不動産売払収 717 不動産売払収入 717

入

1 一般寄附金 100 篤志寄附金 100

2 ふるさと応援 300,000 ふるさと応援寄附金 300,000

寄附金

3 まち・ひと・ 1 まち・ひと・しごと創生推進寄附金 1

しごと創生推

進寄附金
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１７款　寄附金

　１項　寄附金

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

計 253,804 300,101 553,905

１８款　繰入金

　１項　繰入金

1 基金繰入金 858,671 △184,000 674,671

計 858,675 △184,000 674,675

２１款　町債

　１項　町債

5 教育債 151,600 4,200 155,800

計 476,800 4,200 481,000

- 12 -



節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

1 財政調整基金 △184,000 財政調整基金繰入金 △184,000

繰入金

2 小学校施設改 4,200 小学校トイレ改修事業債 4,200

修事業債
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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 115,431 △260 115,171 △260

計 115,431 △260 115,171 0 0 0 △260

　２款　総務費

　１項　総務管理費

1 一般管理費 600,035 11,793 611,828 10,000 1,793

寄附金

10,000

2 文書費 23,665 2,040 25,705 2,040
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

2 給料 42   1 職員人件費（議会費） △260
　　02 給料 42
　　　　職員給料 42

3 職員手当等 △396 　　03 職員手当等 △396
　　　　扶養手当 △360
　　　　地域手当 △12

4 共済費 94 　　　　通勤手当 △24
　　　　管理職手当 120
　　　　期末手当 △136
　　　　勤勉手当 9
　　　　職員退職手当組合負担金 7
　　04 共済費 94
　　　　職員共済組合負担金 94

2 給料 813   1 職員人件費（一般管理費） 4,807
　　02 給料 813
　　　　職員給料 2,620

3 職員手当等 3,876 　　　　フルタイム会計年度任用職員給料 △1,807
　　03 職員手当等 3,876
　　　　特別職期末手当 △100

4 共済費 6,130 　　　　扶養手当 △462
　　　　地域手当 164
　　　　通勤手当 △3

11 需用費 426 　　　　期末手当 △125
　　　　勤勉手当 255
　　　　児童手当 120

12 役務費 548 　　　　フルタイム会計年度任用職員地域手当 △108
　　　　フルタイム会計年度任用職員期末手当 △296
　　　　フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 △719
　　　　職員退職手当組合負担金 12
　　　　職員退職手当組合特別負担金 5,138
　　04 共済費 118
　　　　職員共済組合負担金 379
　　　　職員共済組合長期追加金 1,294
　　　　公務災害補償基金負担金 △12
　　　　フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 △1,543
  2 職員研修事業（総務課） 148
　　12 役務費 148
　　　　不動産更新料 148
  3 非常勤職員人事管理事務（総務課） 6,012
　　04 共済費 6,012
　　　　社会保険料 6,012
  4 役場運営事務（総務課） 826
　　11 需用費 426
　　　　消耗品費 426
　　12 役務費 400
　　　　通信運搬費 400

11 需用費 100   1 文書管理事務（総務課） 2,040
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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

6 財産管理費 106,684 4,000 110,684 4,000

7 企画費 119,437 176,787 296,224 176,787

9 基金費 263,253 718 263,971 718

財産収入

717

寄附金

1

19 新型コロナ 112,302 6,127 118,429 6,127

ウイルス感 国庫支出金

染症対策費 6,127

計 1,498,981 201,465 1,700,446 6,127 0 10,718 184,620

　２款　総務費

　２項　徴税費

1 税務総務費 114,705 △9,971 104,734 △9,971
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

12 役務費 1,940 　　11 需用費 100
　　　　法規追録代 100
　　12 役務費 1,940
　　　　通信運搬費 1,940

13 委託料 4,000   1 町有財産管理事務（まちづくり課） 4,000
　　13 委託料 4,000
　　　　樹木剪定等業務委託料 4,000

8 報償費 90,000   1 ふるさと応援寄附金事業（まちづくり課） 176,787
　　08 報償費 90,000
　　　　ふるさと応援寄附記念品 90,000

11 需用費 357 　　11 需用費 357
　　　　印刷製本費 357
　　12 役務費 34,950

12 役務費 34,950 　　　　通信運搬費 2,016
　　　　ふるさと応援寄附金カード決済代行手数料 4,950
　　　　ふるさと応援寄附記念品送料 27,984

13 委託料 34,980 　　13 委託料 34,980
　　　　ふるさと応援寄附金業務委託料 23,100
　　　　シティプロモーション委託料 6,600

14 使用料及び賃 16,500 　　　　ワンストップ特例申請委託料 5,280
　　14 使用料及び賃借料 16,500

借料 　　　　ふるさと応援寄附金ポータルサイト使用料 16,500

25 積立金 718   1 基金管理事務（総務課） 718
　　25 積立金 718
　　　　財政調整基金積立金 717
　　　　  ・不動産売払収入分 717
　　　　まち・ひと・しごと創生推進基金積立金 1

11 需用費 901   1 新しい生活様式地域活性化事業（総務課） 6,127
　　11 需用費 901
　　　　消耗品費 901

18 備品購入費 5,226 　　18 備品購入費 5,226
　　　　タブレット端末購入費 5,226

2 給料 △7,205   1 職員人件費（税務総務費） △12,971
　　02 給料 △7,205
　　　　職員給料 △7,205

3 職員手当等 △4,661 　　03 職員手当等 △4,661
　　　　扶養手当 107
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　２款　総務費

　２項　徴税費

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 賦課徴収費 17,562 1,268 18,830 1,268

国庫支出金

1,268

計 132,267 △8,703 123,564 1,268 0 0 △9,971

　２款　総務費

　３項　戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基 61,128 401 61,529 1,411 △1,010

本台帳費 国庫支出金

1,411
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

4 共済費 △1,105 　　　　地域手当 △426
　　　　住居手当 △201
　　　　通勤手当 61

23 償還金、利子 3,000 　　　　時間外手当 711
　　　　期末手当 △1,995

及び割引料 　　　　勤勉手当 △1,506
　　　　児童手当 △40
　　　　職員退職手当組合負担金 △1,372
　　04 共済費 △1,105
　　　　職員共済組合負担金 △1,105
  2 過誤納還付事務（税務課） 3,000
　　23 償還金、利子及び割引料 3,000
　　　　町税過誤納還付金 3,000

13 委託料 1,268   1 町税収納事務（税務課） 1,268
　　13 委託料 1,268
　　　　収納管理システム改修業務委託料 1,268

1 報酬 △803   1 職員人件費（戸籍住民基本台帳費） 421
　　02 給料 651
　　　　職員給料 △436

2 給料 651 　　　　フルタイム会計年度任用職員給料 1,087
　　03 職員手当等 14
　　　　地域手当 △26

3 職員手当等 △178 　　　　住居手当 24
　　　　通勤手当 △155
　　　　時間外手当 375

4 共済費 △244 　　　　期末手当 △271
　　　　勤勉手当 △198
　　　　フルタイム会計年度任用職員地域手当 66

9 旅費 △37 　　　　フルタイム会計年度任用職員通勤手当 △22
　　　　フルタイム会計年度任用職員時間外手当 45
　　　　フルタイム会計年度任用職員期末手当 71

18 備品購入費 1,012 　　　　フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 184
　　　　職員退職手当組合負担金 △79
　　04 共済費 △244
　　　　職員共済組合負担金 △244
  2 個人番号カード交付事務（住民課） △20
　　01 報酬 △803
　　　　パートタイム会計年度任用職員（個人番号カード交付事務）報酬

△803
　　03 職員手当等 △192
　　　　パートタイム会計年度任用職員期末手当 △192
　　09 旅費 △37
　　　　パートタイム会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分）

△37
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補　正　額　の　財　源　内　訳

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

 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

計 61,128 401 61,529 1,411 0 0 △1,010

　２款　総務費

　５項　統計調査費

2 統計調査費 11,704 500 12,204 500

計 11,715 500 12,215 0 0 0 500

　３款　民生費

　１項　社会福祉費

1 社会福祉総 509,784 6,324 516,108 6,324

務費

2 高齢者福祉 409,105 4,012 413,117 4,012

費
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

　　18 備品購入費 1,012
　　　　マイナンバーカード申請・交付機器購入費 1,012

3 職員手当等 500   1 国勢調査事務（まちづくり課） 500
　　03 職員手当等 500
　　　　時間外手当 500

2 給料 2,134   1 職員人件費（社会福祉総務費） 4,968
　　02 給料 2,134
　　　　職員給料 2,134

3 職員手当等 2,176 　　03 職員手当等 2,176
　　　　扶養手当 240
　　　　地域手当 142

4 共済費 658 　　　　住居手当 △54
　　　　通勤手当 31
　　　　時間外手当 160

18 備品購入費 1,800 　　　　期末手当 478
　　　　勤勉手当 324
　　　　児童手当 240

23 償還金、利子 18 　　　　職員退職手当組合負担金 615
　　04 共済費 658

及び割引料 　　　　職員共済組合負担金 658
  2 福祉相談支援事業（福祉課） 18
　　23 償還金、利子及び割引料 18

28 繰出金 △462 　　　　地域自殺対策強化県交付金返還金 18
  3 福祉施設管理運営事業（福祉課） 1,800
　　18 備品購入費 1,800
　　　　一般備品購入費 1,800
  4 国民健康保険特別会計繰出金（住民課） △462
　　28 繰出金 △462
　　　　国民健康保険給与費等繰出金 △3,492
　　　　国民健康保険その他繰出金 3,030

23 償還金、利子 4,012   1 介護保険事業（福祉課） 4,012
　　23 償還金、利子及び割引料 4,012

及び割引料 　　　　介護保険地域支援事業交付金返還金 4,012
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務費

△9921 児童福祉総 10,472 △992 9,480

　３款　民生費

　２項　児童福祉費

0 0 51,170計 2,046,415 103,670 2,150,085 52,500

17,500

県支出金

35,000

祉費 国庫支出金

18,8088 障がい者福 620,754 71,308 692,062 52,500

運営費

援センター

2297 地域包括支 8,519 229 8,748

業費

△2,9716 介護保険事 9,261 △2,971 6,290

医療対策費

17,7685 後期高齢者 401,354 17,768 419,122

医療対策費

7,0003 重度障害者 66,115 7,000 73,115

 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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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

20 扶助費 7,000   1 重度障害者医療費助成事業（住民課） 7,000
　　20 扶助費 7,000
　　　　重度障害者医療費 7,000

19 負担金、補助 20,001   1 健康保険制度維持事業（住民課） 20,001
　　19 負担金、補助及び交付金 20,001

及び交付金 　　　　後期高齢者医療療養給付費負担金 20,001
  2 後期高齢者医療特別会計繰出金（住民課） △2,233
　　28 繰出金 △2,233

28 繰出金 △2,233 　　　　後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 △2,233

2 給料 △995   1 職員人件費（介護保険事業費） △2,971
　　02 給料 △995
　　　　職員給料 △995

3 職員手当等 △2,001 　　03 職員手当等 △2,001
　　　　扶養手当 △318
　　　　地域手当 △79

4 共済費 25 　　　　通勤手当 △24
　　　　期末手当 △299
　　　　勤勉手当 △267
　　　　児童手当 △240
　　　　職員退職手当組合負担金 △774
　　04 共済費 25
　　　　職員共済組合負担金 25

3 職員手当等 218   1 職員人件費（地域包括支援センター運営費） 229
　　03 職員手当等 218
　　　　時間外手当 239

4 共済費 11 　　　　期末手当 △21
　　04 共済費 11
　　　　職員共済組合負担金 11

13 委託料 △700   1 障がい者福祉サービス事業（福祉課） 71,308
　　13 委託料 △700
　　　　手話奉仕員養成研修事業委託料 △700

20 扶助費 70,000 　　20 扶助費 70,000
　　　　障がい者支援費・自立支援給付費 70,000
　　23 償還金、利子及び割引料 2,008

23 償還金、利子 2,008 　　　　障がい者福祉費国県負担金補助金返還金 2,008

及び割引料

2 給料 △304   1 職員人件費（児童福祉総務費） △992
　　02 給料 △304
　　　　職員給料 △304

3 職員手当等 △523 　　03 職員手当等 △523
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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

2 児童措置費 709,149 53 709,202 53

3 保育総務費 442,167 △14,336 427,831 548 △14,884

国庫支出金

48

県支出金

500

4 アザレア幼 56,702 508 57,210 500 8

児園費 県支出金

500
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

4 共済費 △165 　　　　扶養手当 △180
　　　　地域手当 △29
　　　　期末手当 △141
　　　　勤勉手当 △58
　　　　児童手当 △60
　　　　職員退職手当組合負担金 △55
　　04 共済費 △165
　　　　職員共済組合負担金 △165

23 償還金、利子 53   1 児童手当支給事務（子ども教育課） 53
　　23 償還金、利子及び割引料 53

及び割引料 　　　　児童手当等国県負担金返還金 53

2 給料 △8,145   1 職員人件費（保育総務費） △14,836
　　02 給料 △8,145
　　　　職員給料 △107

3 職員手当等 △4,029 　　　　フルタイム会計年度任用職員（給食調理員）給料 △890
　　　　フルタイム会計年度任用職員（保育士）給料 △8,004
　　　　フルタイム会計年度任用職員（栄養士）給料 856

4 共済費 △2,662 　　03 職員手当等 △4,029
　　　　扶養手当 △353
　　　　地域手当 △209

19 負担金、補助 500 　　　　住居手当 △221
　　　　通勤手当 92

及び交付金 　　　　時間外手当 208
　　　　期末手当 △160
　　　　勤勉手当 4
　　　　児童手当 60
　　　　フルタイム会計年度任用職員（給食調理員）地域手当 △53
　　　　フルタイム会計年度任用職員（給食調理員）通勤手当 △51
　　　　フルタイム会計年度任用職員（給食調理員）期末手当 △120
　　　　フルタイム会計年度任用職員（保育士）地域手当 △481
　　　　フルタイム会計年度任用職員（保育士）通勤手当 △448
　　　　フルタイム会計年度任用職員（保育士）時間外手当 114
　　　　フルタイム会計年度任用職員（保育士）期末手当 △1,051
　　　　フルタイム会計年度任用職員（保育士）退職手当組合負担金

△1,408
　　　　フルタイム会計年度任用職員（栄養士）地域手当 52
　　　　フルタイム会計年度任用職員（栄養士）通勤手当 12
　　　　フルタイム会計年度任用職員（栄養士）期末手当 △8
　　　　フルタイム会計年度任用職員（栄養士）退職手当組合負担金

△8
　　04 共済費 △2,662
　　　　職員共済組合負担金 77
　　　　フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 △2,739
  2 保育実施負担金（子ども教育課） 500
　　19 負担金、補助及び交付金 500
　　　　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 500

3 職員手当等 8   1 幼児園運営事業（子ども教育課） 508
　　03 職員手当等 8
　　　　パートタイム会計年度任用職員期末手当 8

11 需用費 500 　　11 需用費 500
　　　　消耗品費 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

5 れいんぼー 54,755 697 55,452 500 197

幼児園費 県支出金

500

6 わかすぎの 121,246 500 121,746 500

杜保育園費 県支出金

500

7 須恵めぐみ 372,262 12,606 384,868 500 25,000 △12,894

保育園費 県支出金 寄附金

500 25,000

10 子育て支援 92,508 △6,778 85,730 △6,778

事業費

計 1,978,973 △7,742 1,971,231 2,548 0 25,000 △35,290
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

9 旅費 54   1 幼児園運営事業（子ども教育課） 554
　　09 旅費 54
　　　　パートタイム会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分）

11 需用費 643 54
　　11 需用費 500
　　　　消耗品費 500
  2 幼児園施設設備維持管理事業（子ども教育課） 143
　　11 需用費 143
　　　　修繕料 143

19 負担金、補助 500   1 保育実施委託事業（子ども教育課） 500
　　19 負担金、補助及び交付金 500

及び交付金 　　　　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 500

13 委託料 12,106   1 保育実施委託事業（子ども教育課） 12,606
　　13 委託料 12,106
　　　　須恵めぐみ保育園保育実施委託料 12,106

19 負担金、補助 500 　　19 負担金、補助及び交付金 500
　　　　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 500

及び交付金

2 給料 △4,593   1 職員人件費（子育て支援事業費） △6,878
　　02 給料 △4,593
　　　　職員給料 △4,593

3 職員手当等 △1,282 　　03 職員手当等 △1,282
　　　　扶養手当 △516
　　　　地域手当 △299

4 共済費 △1,003 　　　　住居手当 348
　　　　通勤手当 110
　　　　時間外手当 861

19 負担金、補助 100 　　　　管理職手当 120
　　　　期末手当 △1,179

及び交付金 　　　　勤勉手当 △659
　　　　児童手当 △420
　　　　フルタイム会計年度任用職員（療育指導員）期末手当 △23
　　　　職員退職手当組合負担金 375
　　04 共済費 △1,003
　　　　職員共済組合負担金 △1,158
　　　　フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 155
  2 チャイルドシート購入助成事業（子ども教育課） 100
　　19 負担金、補助及び交付金 100
　　　　チャイルドシート購入助成金 100
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補　正　額　の　財　源　内　訳

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

 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 国民年金事 6,179 12 6,191 12

務取扱費

計 6,179 12 6,191 0 0 0 12

　４款　衛生費

　１項　保健衛生費

1 保健衛生総 31,180 3,389 34,569 3,389

務費

5 住民健康対 161,556 880 162,436 644 50,000 △49,764

策費 国庫支出金 寄附金

644 50,000
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

3 職員手当等 △12   1 職員人件費（国民年金事務取扱費） 12
　　03 職員手当等 △12
　　　　期末手当 △12

4 共済費 24 　　04 共済費 24
　　　　職員共済組合負担金 24

2 給料 1,758   1 職員人件費（保健衛生総務費） 4,088
　　02 給料 1,758
　　　　職員給料 1,758

3 職員手当等 1,716 　　03 職員手当等 1,716
　　　　扶養手当 240
　　　　地域手当 112

4 共済費 614 　　　　住居手当 △12
　　　　通勤手当 △24
　　　　時間外手当 284

19 負担金、補助 △699 　　　　管理職手当 △144
　　　　期末手当 397

及び交付金 　　　　勤勉手当 306
　　　　児童手当 240
　　　　職員退職手当組合負担金 317
　　04 共済費 614
　　　　職員共済組合負担金 614
  2 衛生関係団体負担金（地域振興課） △699
　　19 負担金、補助及び交付金 △699
　　　　福岡魚滓処理対策協議会負担金 △699

2 給料 33   1 職員人件費（住民健康対策費） 236
　　02 給料 33
　　　　職員給料 114

3 職員手当等 306 　　　　フルタイム会計年度任用職員（保健師）給料 △81
　　03 職員手当等 306
　　　　扶養手当 212

4 共済費 △103 　　　　地域手当 42
　　　　住居手当 71
　　　　通勤手当 71

13 委託料 644 　　　　管理職手当 416
　　　　期末手当 △153
　　　　勤勉手当 △385
　　　　フルタイム会計年度任用職員（保健師）地域手当 △5
　　　　フルタイム会計年度任用職員（保健師）通勤手当 △34
　　　　フルタイム会計年度任用職員（保健師）期末手当 △22
　　　　フルタイム会計年度任用職員（保健師）退職手当組合負担金

△15
　　　　フルタイム会計年度任用職員（心理士）期末手当 △10
　　　　職員退職手当組合負担金 118
　　04 共済費 △103
　　　　職員共済組合負担金 378
　　　　フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 △481
  2 予防接種事業（健康増進課） 644
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補　正　額　の　財　源　内　訳

その他

　４款　衛生費

　１項　保健衛生費

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

計 304,825 4,269 309,094 644 0 50,000 △46,375

　４款　衛生費

　２項　清掃費

2 三町清掃施 345,864 △33,590 312,274 △33,590

設管理運営

費

計 617,588 △33,590 583,998 0 0 0 △33,590

　６款　農林水産業費

　１項　農業費

1 農業委員会 12,115 393 12,508 393

費

2 農業総務費 77,388 848 78,236 848

計 177,549 1,241 178,790 0 0 0 1,241
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

　　13 委託料 644
　　　　健康管理システム改修業務委託料 644

19 負担金、補助 △33,590   1 須恵町外二ケ町清掃施設組合負担金（地域振興課） △33,590
　　19 負担金、補助及び交付金 △33,590

及び交付金 　　　　須恵町外ニケ町清掃施設組合負担金 △33,590

2 給料 139   1 職員人件費（農業委員会費） 393
　　02 給料 139
　　　　職員給料 139

3 職員手当等 189 　　03 職員手当等 189
　　　　地域手当 8
　　　　時間外手当 84

4 共済費 65 　　　　期末手当 32
　　　　勤勉手当 40
　　　　職員退職手当組合負担金 25
　　04 共済費 65
　　　　職員共済組合負担金 65

2 給料 △195   1 職員人件費（農業総務費） 848
　　02 給料 △195
　　　　職員給料 △195

3 職員手当等 833 　　03 職員手当等 833
　　　　扶養手当 276
　　　　地域手当 4

4 共済費 210 　　　　住居手当 12
　　　　通勤手当 △85
　　　　時間外手当 545
　　　　期末手当 △31
　　　　勤勉手当 △33
　　　　児童手当 180
　　　　職員退職手当組合負担金 △35
　　04 共済費 210
　　　　職員共済組合負担金 210
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　６款　農林水産業費

　２項　林業費

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

1 林業総務費 15,874 776 16,650 776

計 26,055 776 26,831 0 0 0 776

　７款　商工費

　１項　商工費

1 商工総務費 6,589 65 6,654 65

2 商工振興費 306,869 △500 306,369 △500

3 観光費 1,186 475 1,661 475

県支出金

475

計 314,644 40 314,684 475 0 0 △435

　８款　土木費

　１項　土木管理費

1 土木総務費 74,928 3,508 78,436 3,508
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

2 給料 195   1 職員人件費（林業総務費） 776
　　02 給料 195
　　　　職員給料 195

3 職員手当等 404 　　03 職員手当等 404
　　　　扶養手当 △120
　　　　地域手当 4

4 共済費 177 　　　　住居手当 △156
　　　　通勤手当 259
　　　　時間外手当 535
　　　　期末手当 △6
　　　　勤勉手当 33
　　　　児童手当 △180
　　　　職員退職手当組合負担金 35
　　04 共済費 177
　　　　職員共済組合負担金 177

3 職員手当等 41   1 職員人件費（商工総務費） 65
　　03 職員手当等 41
　　　　時間外手当 57

4 共済費 24 　　　　期末手当 △16
　　04 共済費 24
　　　　職員共済組合負担金 24

19 負担金、補助 △500   1 商工業振興事業（地域振興課） △500
　　19 負担金、補助及び交付金 △500

及び交付金 　　　　地域振興イベント補助金 △500

13 委託料 143   1 観光振興事業（地域振興課） 475
　　13 委託料 143
　　　　観光施設案内板デザイン業務委託料 143

15 工事請負費 332 　　15 工事請負費 332
　　　　観光施設案内板設置工事請負費 332

2 給料 1,563   1 職員人件費（土木総務費） 3,508
　　02 給料 1,563
　　　　職員給料 1,563

3 職員手当等 1,120 　　03 職員手当等 1,120
　　　　扶養手当 162
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　８款　土木費

　１項　土木管理費

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

計 74,928 3,508 78,436 0 0 0 3,508

　８款　土木費

　４項　都市計画費

1 都市計画総 16,442 56 16,498 56

務費

計 96,922 56 96,978 0 0 0 56

　９款　消防費

　１項　消防費

4 災害対策費 2,967,760 7,075 2,974,835 7,500 △425

国庫支出金

7,500

計 3,338,249 7,075 3,345,324 7,500 0 0 △425

１０款　教育費

　１項　教育総務費

2 事務局費 366,782 385 367,167 18,077 △17,692

国庫支出金

18,077
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

4 共済費 825 　　　　地域手当 104
　　　　住居手当 △612
　　　　通勤手当 △101
　　　　期末手当 190
　　　　勤勉手当 217
　　　　児童手当 879
　　　　職員退職手当組合負担金 281
　　04 共済費 825
　　　　職員共済組合負担金 825

4 共済費 56   1 職員人件費（都市計画総務費） 56
　　04 共済費 56
　　　　職員共済組合負担金 56

3 職員手当等 7,075   1 職員人件費（災害対策費） 7,075
　　03 職員手当等 7,075
　　　　時間外手当 7,075

2 給料 56   1 職員人件費（事務局費） 385
　　02 給料 56
　　　　職員給料 56

3 職員手当等 771 　　03 職員手当等 771
　　　　特別職期末手当 △42
　　　　扶養手当 63

4 共済費 △442 　　　　地域手当 29
　　　　住居手当 △84
　　　　通勤手当 △32
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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

計 608,074 385 608,459 18,077 0 0 △17,692

１０款　教育費

　２項　小学校費

1 小学校総務 52,590 △42 52,548 △42

費

6 第三小学校 37,368 2,168 39,536 14,000 △11,832

管理費 寄附金

14,000

計 230,574 2,126 232,700 0 0 14,000 △11,874

１０款　教育費

　３項　中学校費

5 須恵東中学 28,877 977 29,854 977

校管理費

計 118,292 977 119,269 0 0 0 977

- 36 -



節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

　　　　時間外手当 1,753
　　　　管理職手当 360
　　　　期末手当 △683
　　　　勤勉手当 △436
　　　　児童手当 △160
　　　　フルタイム会計年度任用職員期末手当 △40
　　　　職員退職手当組合負担金 43
　　04 共済費 △442
　　　　職員共済組合負担金 123
　　　　フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 △565

2 給料 △72   1 職員人件費（小学校総務費） △42
　　02 給料 △72
　　　　職員給料 △72

3 職員手当等 △21 　　03 職員手当等 △21
　　　　通勤手当 24
　　　　期末手当 △45

4 共済費 51 　　04 共済費 51
　　　　職員共済組合負担金 51

11 需用費 1,237   1 小学校施設設備維持管理事業（子ども教育課） 1,237
　　11 需用費 1,237
　　　　光熱水費 308

18 備品購入費 931 　　　　修繕料 929
  2 小学校給食事業（子ども教育課） 931
　　18 備品購入費 931
　　　　給食備品購入費 931

11 需用費 977   1 中学校施設設備維持管理事業（子ども教育課） 977
　　11 需用費 977
　　　　修繕料 977
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補　正　額　の　財　源　内　訳

その他

１０款　教育費

　４項　幼稚園費

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 幼稚園総務 131,172 △14,157 117,015 △14,157

費

計 188,748 △14,157 174,591 0 0 0 △14,157

１０款　教育費

　５項　社会教育費

1 社会教育総 110,196 △4,425 105,771 △4,425

務費

4 図書館費 36,443 110 36,553 100 10
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

2 給料 △7,790   1 職員人件費（幼稚園総務費） △14,157
　　02 給料 △7,790
　　　　職員給料 △2,716

3 職員手当等 △4,369 　　　　フルタイム会計年度任用職員（幼稚園教諭）給料 △4,923
　　　　フルタイム会計年度任用職員（栄養士）給料 △151
　　03 職員手当等 △4,369

4 共済費 △1,998 　　　　扶養手当 60
　　　　地域手当 △159
　　　　住居手当 △129
　　　　通勤手当 48
　　　　期末手当 △823
　　　　勤勉手当 △536
　　　　児童手当 △160
　　　　フルタイム会計年度任用職員（幼稚園教諭）地域手当 △295
　　　　フルタイム会計年度任用職員（幼稚園教諭）通勤手当 △24
　　　　フルタイム会計年度任用職員（幼稚園教諭）期末手当 △1,162
　　　　フルタイム会計年度任用職員（幼稚園教諭）退職手当組合負担金

△588
　　　　フルタイム会計年度任用職員（栄養士）地域手当 △99
　　　　フルタイム会計年度任用職員（栄養士）通勤手当 22
　　　　フルタイム会計年度任用職員（栄養士）期末手当 △8
　　　　フルタイム会計年度任用職員（栄養士）退職手当組合負担金

△27
　　　　職員退職手当組合負担金 △489
　　04 共済費 △1,998
　　　　職員共済組合負担金 △528
　　　　フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 △1,470

2 給料 △2,910   1 職員人件費（社会教育総務費） △4,625
　　02 給料 △2,910
　　　　職員給料 △2,910

3 職員手当等 △969 　　03 職員手当等 △969
　　　　扶養手当 352
　　　　地域手当 △154

4 共済費 △746 　　　　住居手当 △324
　　　　通勤手当 17
　　　　期末手当 △415

19 負担金、補助 200 　　　　勤勉手当 △331
　　　　児童手当 410

及び交付金 　　　　職員退職手当組合負担金 △524
　　04 共済費 △746
　　　　職員共済組合負担金 △746
  2 青少年健全育成事業（社会教育課） 200
　　19 負担金、補助及び交付金 200
　　　　青少年育成支援団体補助金 200

3 職員手当等 △28   1 職員人件費（図書館費） 10
　　03 職員手当等 △28
　　　　住居手当 12
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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

寄附金

100

5 久我記念館 5,263 2,400 7,663 2,400

管理運営費

計 272,759 △1,915 270,844 0 0 100 △2,015

１３款　予備費

　１項　予備費

1 予備費 21,539 235 21,774 235

計 21,539 235 21,774 0 0 0 235
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節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

 千円 千円

4 共済費 38 　　　　通勤手当 23
　　　　期末手当 △5
　　　　フルタイム会計年度任用職員期末手当 △21

18 備品購入費 100 　　　　職員退職手当組合負担金 △37
　　04 共済費 38
　　　　職員共済組合負担金 △37
　　　　フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 75
  2 図書館サービス提供事業（社会教育課） 100
　　18 備品購入費 100
　　　　図書、視聴覚資料購入費 100

15 工事請負費 2,400   1 久我記念館管理運営事業（社会教育課） 2,400
　　15 工事請負費 2,400
　　　　シャッター改修工事請負費 2,400
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