
２０１７年度（平成２９年度） 

志免町一般会計補正予算書 

（補正第６号） 

福岡県糟屋郡志免町 
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第１７号議案 

平成２９年度 志免町一般会計補正予算（第６号） 

 平成２９年度志免町の一般会計補正予算（第６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 108,833 千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 13,088,511 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。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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２表 繰越

明許費｣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。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の廃止は、｢第４表 地方債補正｣による。 

  平成３０年３月２日提出 

志免町長  世 利 良 末    



1 5,295,890 △3,600 5,292,290

2 固定資産税 2,350,932 △3,600 2,347,332

13 1,721,935 △39,580 1,682,355

1 国庫負担金 1,569,822 △35,602 1,534,220

2 国庫補助金 137,888 △3,978 133,910

14 1,042,199 △3,477 1,038,722

1 県負担金 779,056 △3,503 775,553

2 県補助金 183,108 26 183,134

16 250,001 105,000 355,001

1 寄附金 250,001 105,000 355,001

17 224,634 △155,040 69,594

2 基金繰入金 224,158 △155,040 69,118

19 295,653 △5,436 290,217

5 雑入 287,222 △5,436 281,786

20 665,078 △6,700 658,378

1 町債 665,078 △6,700 658,378

13,197,344 △108,833 13,088,511

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
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町税

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金

諸収入



2 1,556,312 157,606 1,713,918

1 総務管理費 858,367 △11,680 846,687

3 企画費 409,263 172,375 581,638

4 徴税費 193,550 △842 192,708

5 戸籍住民基本台帳費 46,302 △399 45,903

6 選挙費 37,317 △1,848 35,469

3 6,056,067 △141,817 5,914,250

1 社会福祉費 2,122,863 △14,854 2,108,009

2 高齢者福祉費 1,242,508 △54,078 1,188,430

3 児童福祉費 1,392,493 △54,985 1,337,508

4 児童福祉施設費 1,282,478 △17,900 1,264,578

4 1,861,815 △86,547 1,775,268

1 保健衛生費 367,762 △42,764 324,998

2 清掃費 1,021,444 △43,783 977,661

6 96,219 △3,040 93,179

1 農業費 96,219 △3,040 93,179

8 578,074 △22,678 555,396

2 道路橋梁費 223,540 △19,984 203,556

5 都市計画費 258,704 △2,694 256,010

9 543,377 △8,887 534,490

1 消防費 543,377 △8,887 534,490

10 1,186,571 △9,494 1,177,077

1 教育総務費 189,179 0 189,179

4 幼稚園費 135,884 △6,000 129,884

5 社会教育費 241,289 △2,974 238,315

6 保健体育費 87,168 △200 86,968

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

土木費

消防費

教育費
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7 人権教育費 9,318 △320 8,998

14 42,867 6,024 48,891

1 予備費 42,867 6,024 48,891

13,197,344 △108,833 13,088,511

 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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第２表 繰越明許費

款 項 事業名 金額 

千円 

2 総務費 1 総務管理費 情 報 化 推 進 事 業 4,503 
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第３表 債務負担行為補正

変 更

事  項
変更前 変更後

期 間 限度額 期 間 限度額

広 域 ご み

処 理 施 設

事業費負担金

平成 30 年 

4 月 1日から 

平成 35 年 

3月 31日まで

    千円

1,710,176 

平成 30 年 

4 月 1日から 

平成 35 年 

3 月 31 日まで

    千円

1,770,176 
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第４表 地方債補正

廃 止

起債の目的 限度額 備 考

千円

志 免 宇 美 線 整 備 事 業 債 6,700 



１　総　　括

（歳　　入）

1 町税 5,295,890 △3,600 5,292,290

13 国庫支出金 1,721,935 △39,580 1,682,355

14 県支出金 1,042,199 △3,477 1,038,722

16 寄附金 250,001 105,000 355,001

17 繰入金 224,634 △155,040 69,594

19 諸収入 295,653 △5,436 290,217

20 町債 665,078 △6,700 658,378

13,197,344 △108,833 13,088,511

 千円

歳　　入　　合　　計
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歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円



（歳　　出）

2 総務費 1,556,312 157,606 1,713,918

3 民生費 6,056,067 △141,817 5,914,250

4 衛生費 1,861,815 △86,547 1,775,268

6 農林水産業費 96,219 △3,040 93,179

8 土木費 578,074 △22,678 555,396

9 消防費 543,377 △8,887 534,490

10 教育費 1,186,571 △9,494 1,177,077

14 予備費 42,867 6,024 48,891

13,197,344 △108,833 13,088,511

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計
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国県支出金 地 方 債 そ の 他

△3,294 105,000 55,900

△39,079 △1,600 △101,138

△3,836 △82,711

△3,040 0

△4,184 △6,700 △11,794

△8,887

3,500 △12,994

6,024

△43,057 △6,700 96,524 △155,600

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円
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特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源
一　般　財　源

 千円  千円  千円



２ 歳    入

目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円

△3,600千円

△3,600千円

 千円

　１款　町税

　２項　固定資産税

2 29,915 △3,600 26,315国有資産等所在市町村交付金及び納付金

2,347,332計

１３款　国庫支出金 △39,580千円

2,350,932 △3,600

　１項　国庫負担金 △35,602千円

1 1,565,027 △35,602 1,529,425民生費国庫負担金

1,534,220計

１３款　国庫支出金 △39,580千円

1,569,822 △35,602

　２項　国庫補助金 △3,978千円

1 51,078 3,500 54,578民生費国庫補助金

4 35,070 △3,294 31,776総務費国庫補助金

5 6,395 △4,184 2,211土木費国庫補助金

137,888 △3,978 133,910計
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 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説 明

現年課税分 △3,6001 01 県営住宅分 △3,600

障害者福祉費 6,9182 03 障害者自立支援給付費負担金（補装具） 910
05 自立支援医療費負担金（更生医療） 4,435

負担金 09 障害児施設給付費等負担金 1,573

△42,5205 01 児童手当国庫負担金 △42,520児童手当国庫

負担金

児童福祉費補 3,5004 05 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 3,500

助金

総務管理費補 △3,2941 03 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 △3,294

助金

道路維持費補 △3,7841 01 社会資本整備総合交付金 △3,784

助金

都市計画総務 △4002 03 防災・安全社会資本整備交付金 △400

費補助金
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１款 町税 １３款 国庫支出金



目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円

△3,477千円

△3,503千円

 千円

１４款　県支出金

　１項　県負担金

1 774,851 △3,503 771,348民生費県負担金

775,553計

１４款　県支出金 △3,477千円

779,056 △3,503

　２項　県補助金 26千円

2 169,978 26 170,004民生費県補助金

183,108 26 183,134計

１６款　寄附金 105,000千円

　１項　寄附金 105,000千円

1 250,000 105,000 355,000一般寄附金

355,001計

１７款　繰入金 △155,040千円

250,001 105,000

　２項　基金繰入金 △155,040千円

1 152,000 △152,000 0財政調整基金繰入金

6 12,104 △3,040 9,064別府上井堰維持管理基金繰入金

224,158 △155,040 69,118計
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 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説 明

障害者福祉費 3,4602 03 障害者自立支援給付費負担金（補装具） 455
05 自立支援医療費負担金（更生医療） 2,218

負担金 11 障害児施設給付費等負担金 787

△6,9636 01 児童手当県負担金 △6,963児童手当県負

担金

高齢者福祉費 264 03 高齢者社会活動推進等事業費補助金 26

補助金

一般寄附金 105,0001 02 志免町おうえん寄附金 105,000

財政調整基金 △152,0001 01 財政調整基金繰入金 △152,000

繰入金

別府上井堰維 △3,0401 01 別府上井堰維持管理基金繰入金 △3,040

持管理基金繰

入金
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１４款 県支出金 １６款 寄附金 １７款 繰入金



目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円

△5,436千円

△5,436千円

 千円

１９款　諸収入

　５項　雑入

4 287,186 △5,436 281,750雑入

△5,436 281,786計

２０款　町債 △6,700千円

287,222

　１項　町債 △6,700千円

6 6,700 △6,700 0土木債

665,078 △6,700 658,378計
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 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説 明

民生費雑入 △1,6003 03 地域支援事業費介護保険広域連合負担金 △1,600

衛生費雑入 △3,8364 09 宇美町・志免町衛生施設組合負担金 △3,836

道路橋梁債 △6,7002 01 志免宇美線整備事業債 △6,700
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１９款 諸収入 ２０款 町債



３ 歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　総務費

　１項　総務管理費

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

△11,680千円

157,606千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円 千円

474,440△4,7551 一般管理費 479,195 △4,755

8,819△5883 財政管理費 9,407 △588

62,386△3005 財産管理費 62,686 △300

10,627△2,7436 自治振興費 13,370 △2,743

259,223△3,2947 電算管理費 262,517 △3,294

国庫支出金国庫支出金

△3,294

△11,680858,367計 846,687 △8,386△3,294 00

　３項　企画費

　２款　総務費 157,606千円

172,375千円

581,438172,3751 企画総務費 409,063 67,375105,000
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節

 千円

区　　分

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

4 △4,010共済費 ○地域連絡調整事業（まちの魅力推進課） △277
△277　　07 賃金

臨時職員賃金 △277
7 △277賃金 ○職員共済・公務災害事業（総務課） △264

△170　　04 共済費
労災保険料 △170

11 △80需用費 △94　　12 役務費
嘱託職員等傷害保険料 △94

○嘱託・臨時職員雇用事務（総務課） △4,090
12 △114役務費 △3,840　　04 共済費

社会保険料 △3,000
雇用保険料 △840

13 △250委託料 △250　　13 委託料
嘱託職員健康診断委託料 △250

○職員研修事務（総務課） △124
14 △24使用料及び賃 △80　　11 需用費

施設修繕料 △80
借料 △20　　12 役務費

仲介手数料 △20
△24　　14 使用料及び賃借料

敷金等 △24

13 △588委託料 ○公会計改革推進事業（経営企画課） △588
△588　　13 委託料

公会計財務書類作成等支援業務委託料 △588

11 △300需用費 ○庁舎維持管理事業（総務課） △300
△300　　11 需用費

上下水道料 △300

13 △918委託料 ○男女共同参画行動計画管理事業（まちの魅力推進課）
△918
△918　　13 委託料

19 △1,825負担金・補助 男女共同参画実態調査委託料 △918
○住民活動団体育成支援事業（まちの魅力推進課） △750

及び交付金 △750　　19 負担金・補助及び交付金
住民活動団体育成支援補助金 △750

○住民による協働提案事業（まちの魅力推進課） △1,075
△1,075　　19 負担金・補助及び交付金

協働事業実施補助金 △1,075

13 △3,294委託料 ○情報化推進事業（総務課） △3,294
△3,294　　13 委託料

システム改修業務委託料 △3,294

11 47,758需用費 ○ふるさと納税推進事業（経営企画課） 67,375
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２款 総務費



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　総務費

　３項　企画費 172,375千円

157,606千円

目 補正前の額 計

 千円 千円  千円 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

寄附金寄附金

105,000

172,375409,263計 581,638 67,3750 105,0000

　４項　徴税費

　２款　総務費 157,606千円

△842千円

46,454△8422 賦課徴収費 47,296 △842

△842193,550計 192,708 △8420 00

　５項　戸籍住民基本台帳費

　２款　総務費 157,606千円

△399千円

44,975△1941 戸籍住民基 45,169 △194

本台帳費

928△2052 住居表示費 1,133 △205

△39946,302計 45,903 △3990 00
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節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円 千円

12 2,425役務費 47,758　　11 需用費
消耗品費 47,758

2,425　　12 役務費
13 17,192委託料 郵便料 2,413

クレジット決済手数料 12
17,192　　13 委託料

25 105,000積立金 ふるさと納税事務代行委託料 17,192
○志免町おうえん基金積立金（経営企画課） 105,000

105,000　　25 積立金
志免町おうえん基金積立金 105,000

1 △500報酬 ○住民税課税事務（税務課） △195
△195　　14 使用料及び賃借料

地方税電子申告支援サービス利用料 △195
13 △147委託料 ○固定資産税課税事務（税務課） △647

△500　　01 報酬
相続財産管理人報酬 △500

14 △195使用料及び賃 △147　　13 委託料
課税台帳マイクロ化電子化委託料 △147

借料

7 △70賃金 ○住民登録事務（住民課） △194
△70　　07 賃金

非常勤嘱託職員賃金 △70
14 △124使用料及び賃 △124　　14 使用料及び賃借料

複写機リース料 △124
借料

13 △205委託料 ○住居表示整備事業（都市整備課） △205
△205　　13 委託料

住居表示業務委託料 △205
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２款 総務費



　２款　総務費

　６項　選挙費 △1,848千円

157,606千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

計

 千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

313△1102 選挙啓発費 423 △110

14,155△1,7386 衆議院議員 15,893 △1,738

選挙費

△1,84837,317計 35,469 △1,8480 00

　１項　社会福祉費

　３款　民生費 △141,817千円

△14,854千円

609,290△26,7781 社会福祉総 636,068 △26,778

務費

1,181,05712,8413 障害者福祉 1,168,216 2,46310,378

費 国庫支出金国庫支出金

6,918

県支出金県支出金

3,460
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区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節

千円 千円

8 △110報償費 ○選挙啓発事業（住民課） △110
△110　　08 報償費

ポスターコンクール応募者記念品 △110

1 △100報酬 ○衆議院議員総選挙事務（住民課） △1,738
△100　　01 報酬

投開票立会人報酬 △100
7 △342賃金 △342　　07 賃金

臨時職員賃金 △342
△8　　09 旅費

9 △8旅費 費用弁償 △8
△354　　11 需用費

消耗品費 △149
11 △354需用費 食糧費 △102

印刷製本費 △98
施設修繕料 △5

12 △148役務費 △148　　12 役務費
郵便料 △121
電話料 △27

13 △432委託料 △432　　13 委託料
投票所マット清掃委託料 △1
選挙運用支援委託料 △5

14 △251使用料及び賃 ポスティング業務委託料 △426
△251　　14 使用料及び賃借料

借料 会場借上料 △87
道路通行料及び駐車場使用料 △2
選挙用備品等リース料 △162

18 △103備品購入費 △103　　18 備品購入費
選挙用備品購入費 △103

1 △680報酬 ○民生委員活動支援事業（福祉課） △680
△680　　01 報酬

民生連絡委員報酬 △680
28 △26,098繰出金 ○国民健康保険特別会計繰出金（住民課） △26,098

△26,098　　28 繰出金
国民健康保険特別会計繰出金 △26,098

13 △592委託料 ○障害児通所支援給付事業（福祉課） 3,143
3,143　　20 扶助費

障害児通所支援給付費 3,143
20 13,433扶助費 ○障害児通所支援利用支援事業（福祉課） △400

△400　　20 扶助費
障害児通所支援利用支援給付費 △400

○障害者自立支援医療（更生医療）給付事業（福祉課）
8,870
8,870　　20 扶助費

自立支援医療費 8,870
○障害者補装具給付事業（福祉課） 1,820

1,820　　20 扶助費
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２款 総務費 ３款 民生費



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　３款　民生費

　１項　社会福祉費

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

△14,854千円

△141,817千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円 千円

137,140△2,0005 総合福祉施 139,140 △2,000

設管理費

18,325△4206 隣保館運営 18,745 △420

費

21,0611,5037 臨時福祉給 19,558 1,503

付金給付事

業費

△14,8542,122,863計 2,108,009 △25,23210,378 00

　２項　高齢者福祉費

　３款　民生費 △141,817千円

△54,078千円

642,348△5591 高齢者福祉 642,907 △559

総務費

17,511△2,2972 高齢者在宅 19,808 △2,297

生活支援事

業費
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節

 千円

区　　分

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

障害者自立支援給付費（補装具） 1,820
○障害者巡回入浴サービス事業（福祉課） △592

△592　　13 委託料
障害者巡回入浴サービス委託料 △592

11 △2,000需用費 ○シーメイトの湯管理運営事業（福祉課） △2,000
△2,000　　11 需用費

上下水道料 △2,000

8 △370報償費 ○隣保館運営事業（社会教育課） △370
△370　　08 報償費

講師謝礼金 △370
11 △51需用費 ○隣保館施設維持管理事業（社会教育課） △96

△51　　11 需用費
施設修繕料 △51

12 △37役務費 △37　　12 役務費
電話料 △37

△8　　13 委託料
13 △8委託料 消防設備点検委託料 △5

樹木管理委託料 △3
○償還金、利子及び割引料（社会教育課） 46

23 46償還金・利子 46　　23 償還金・利子及び割引料
隣保館運営費等補助金返還金 46

及び割引料

23 1,503償還金・利子 ○償還金、利子及び割引料（福祉課） 1,503
1,503　　23 償還金・利子及び割引料

及び割引料 臨時福祉給付金事務費返還金 1,503

13 △152委託料 ○高齢者緊急通報システム事業（福祉課） △152
△152　　13 委託料

緊急通報システム委託料 △152
28 △407繰出金 ○後期高齢者医療特別会計繰出金（住民課） △407

△407　　28 繰出金
後期高齢者医療特別会計繰出金 △407

13 △495委託料 ○高齢者食の自立支援サービス事業（福祉課） △495
△495　　13 委託料

配食サービス委託料 △495
18 △626備品購入費 ○在宅高齢者紙おむつ給付事業（福祉課） △840

△840　　20 扶助費
在宅高齢者紙おむつ給付費 △840
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３款 民生費



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　３款　民生費

　２項　高齢者福祉費 △54,078千円

△141,817千円

目 補正前の額 計

 千円 千円  千円 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

12,659△1273 高齢者生き 12,786 △15326

がい対策費 県支出金県支出金

26

681△4,7465 老人保護措 5,427 △4,746

置費

493,191△46,3497 介護保険事 539,540 △44,749△1,600

業費 諸収入諸収入

△1,600

△54,0781,242,508計 1,188,430 △52,50426 △1,6000

　３項　児童福祉費

　３款　民生費 △141,817千円

△54,985千円

1,007,924△54,9852 児童措置費 1,062,909 △5,502△49,483

国庫支出金国庫支出金

△42,520

県支出金県支出金

△6,963

△54,9851,392,493計 1,337,508 △5,502△49,483 00

　４項　児童福祉施設費

　３款　民生費

1,224,024△17,9002 保育園費 1,241,924 △17,900

△141,817千円

△17,900千円
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節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円 千円

19 △336負担金・補助 ○高齢者外出支援サービス事業（福祉課） △626
△626　　18 備品購入費

及び交付金 公用車購入費 △626
○高齢者はり・きゅう施術費助成事業（福祉課） △336

△336　　19 負担金・補助及び交付金
20 △840扶助費 はり・きゅう施術費補助金 △336

19 △127負担金・補助 ○地域老人クラブ活動支援事業（福祉課） △127
△127　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 老人クラブ補助金 △127

20 △4,746扶助費 ○老人保護措置事業（福祉課） △4,746
△4,746　　20 扶助費

老人保護措置費 △4,746

19 △46,349負担金・補助 ○介護保険調整事務（福祉課） △44,749
△44,749　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 介護保険広域連合負担金 △44,749
○介護予防・日常生活支援総合事業（福祉課） △1,600

△1,600　　19 負担金・補助及び交付金
住民活動支援補助金 △1,600

20 △54,985扶助費 ○児童手当事務（子育て支援課） △54,985
△54,985　　20 扶助費

児童手当費 △54,985

7 △17,900賃金 ○町立保育園運営事業（子育て支援課）
△17,400　　07 賃金

△17,400
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３款 民生費



国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　３款　民生費

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円 千円  千円

　４項　児童福祉施設費 △17,900千円

△141,817千円

目 補正前の額
一般財源

その他

 千円  千円  千円 千円

△17,9001,282,478計 1,264,578 △17,9000 00

　１項　保健衛生費

　４款　衛生費 △86,547千円

△42,764千円

130,383△29,5002 予防費 159,883 △29,500

63,717△7,3003 母子衛生費 71,017 △7,300

24,799△4,2804 成人健康推 29,079 △4,280

進費

2,913△2805 食生活改善 3,193 △280

推進費

13,658△1,4049 町民ふれあ 15,062 △1,404

いセンター

管理費

△42,764367,762計 324,998 △42,7640 00
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 千円

区　　分

節

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

常勤嘱託職員賃金 △10,600
非常勤嘱託職員賃金 △1,500
臨時職員賃金 △5,300

○志免南保育園一時預かり事業（子育て支援課） △500
△500　　07 賃金

非常勤嘱託職員賃金 △500

13 △29,500委託料 ○子ども予防接種事業（健康課） △26,000
△26,000　　13 委託料

個別予防接種委託料 △26,000
○高齢者予防接種事業（健康課） △3,500

△3,500　　13 委託料
高齢者個別接種委託料 △3,500

7 △400賃金 ○乳幼児家庭訪問事業（健康課） △1,300
△400　　07 賃金

常勤嘱託職員賃金 △400
13 △6,900委託料 △900　　13 委託料

乳幼児訪問委託料 △900
○妊婦健診事業（健康課） △6,000

△6,000　　13 委託料
妊婦健康診査委託料 △6,000

7 △1,180賃金 ○がん検診等事業（健康課） △4,280
△1,180　　07 賃金

常勤嘱託職員賃金 △1,180
13 △3,100委託料 △3,100　　13 委託料

胃がん検診委託料 △950
子宮がん検診委託料 △700
乳がん検診委託料 △350
歯周病検診委託料 △300
がん検診推進事業検診委託料 △800

19 △280負担金・補助 ○食生活改善地域活動支援事業（健康課） △280
△280　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 食生活改善推進地域教室活動事業費補助金 △280

13 △1,404委託料 ○ふれあいセンター維持管理（健康課） △1,404
△1,404　　13 委託料

施設設備保守点検委託料 △1,404
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３款 民生費 ４款 衛生費



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　４款　衛生費

　２項　清掃費 △43,783千円

△86,547千円

目 補正前の額 計

 千円 千円  千円 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

255,670△11,9771 清掃総務費 267,647 △8,141△3,836

諸収入諸収入

△3,836

721,109△31,8062 ごみ処理費 752,915 △31,806

△43,7831,021,444計 977,661 △39,9470 △3,8360

　１項　農業費

　６款　農林水産業費 △3,040千円

△3,040千円

10,748△3,0405 井堰管理費 13,788 △3,040

繰入金繰入金

△3,040

△3,04096,219計 93,179 00 △3,0400

　２項　道路橋梁費

　８款　土木費 △22,678千円

△19,984千円

77,960△7,0002 道路維持費 84,960 △7,000

89,136△3,3343 道路新設改 92,470 3,366△6,700

良費 町債町債

△6,700

3,250△9,6504 橋梁維持費 12,900 △6,790△2,860
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節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円 千円

13 △600委託料 ○宇美町・志免町衛生施設組合運営事業（生活安全課）
△10,677
△10,677　　19 負担金・補助及び交付金

19 △11,377負担金・補助 宇美町・志免町衛生施設組合負担金 △10,677
○資源回収推進事業（生活安全課） △700

及び交付金 △700　　19 負担金・補助及び交付金
集団資源回収奨励補助金 △700

○町内清掃事業（生活安全課） △600
△600　　13 委託料

ごみ収集委託料 △600

13 △1,000委託料 ○ごみ処理事業（生活安全課） △31,806
△1,000　　13 委託料

ごみ収集委託料 5,000
19 △30,806負担金・補助 指定ごみ袋製作委託料 △6,000

△30,806　　19 負担金・補助及び交付金
及び交付金 広域ごみ処理施設事業費負担金 △30,306

宇美町最終処分場浸出水処理施設保守点検整備工事負担金
△500

19 △3,040負担金・補助 ○別府上井堰改修事業（都市整備課） △3,040
△3,040　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 県営ため池等整備事業負担金 △3,040

15 △7,000工事請負費 ○道路維持管理事業（都市整備課） △7,000
△7,000　　15 工事請負費

町道補修工事 △7,000

19 △3,334負担金・補助 ○道路新設改良事業（都市整備課） △3,334
△3,334　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 志免宇美線整備事業負担金 △3,334

13 △3,600委託料 ○橋梁維持管理事業（都市整備課） △9,650
△3,600　　13 委託料
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４款 衛生費 ６款 農林水産業費 ８款 土木費



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　８款　土木費

　２項　道路橋梁費

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

△19,984千円

△22,678千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円 千円

国庫支出金国庫支出金

△2,860

32,72906 交通安全施 32,729 924△924

設整備費 国庫支出金国庫支出金

△924

△19,984223,540計 203,556 △9,500△3,784 0△6,700

　５項　都市計画費

　８款　土木費 △22,678千円

△2,694千円

64,676△2,6941 都市計画総 67,370 △2,294△400

務費 国庫支出金国庫支出金

△400

△2,694258,704計 256,010 △2,294△400 00

　１項　消防費

　９款　消防費 △8,887千円

△8,887千円

407,574△8,8871 常備消防費 416,461 △8,887

△8,887543,377計 534,490 △8,8870 00

　１項　教育総務費

１０款　教育費 △9,494千円

0千円

126,92802 事務局費 126,928 △3,5003,500
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節

 千円

区　　分

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

15 △6,050工事請負費 橋梁長寿命化調査委託料 △3,600
△6,050　　15 工事請負費

橋梁補修工事 △6,050

財源更正

13 △2,494委託料 ○建築物耐震改修促進事業（都市整備課） △200
△200　　19 負担金・補助及び交付金

木造戸建住宅耐震改修工事費補助金 △200
19 △200負担金・補助 ○都市計画事務（都市整備課） △1,450

△1,450　　13 委託料
及び交付金 都市計画業務委託料 △208

都市計画基礎調査委託料 △572
都市計画基本図修正委託料 △670

○地籍管理事務（都市整備課） △1,044
△1,044　　13 委託料

測量登記委託料 △1,044

19 △8,887負担金・補助 ○粕屋南部消防組合参画事業（生活安全課） △8,887
△8,887　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 粕屋南部消防組合負担金 △8,887

財源更正
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８款 土木費 ９款 消防費 １０款 教育費



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

１０款　教育費

　１項　教育総務費

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

0千円

△9,494千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円 千円

国庫支出金国庫支出金

3,500

0189,179計 189,179 △3,5003,500 00

　４項　幼稚園費

１０款　教育費 △9,494千円

△6,000千円

129,884△6,0001 私立幼稚園 135,884 △6,000

助成費

△6,000135,884計 129,884 △6,0000 00

　５項　社会教育費

１０款　教育費 △9,494千円

△2,974千円

19,674△1,0002 公民館費 20,674 △1,000

2,715△2503 青少年育成 2,965 △250

対策費

6,040△5865 文化振興費 6,626 △586

51,514△6586 町民図書館 52,172 △658

費

29,056△4808 生涯学習館 29,536 △480

運営費

△2,974241,289計 238,315 △2,9740 00
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節

 千円

区　　分

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

19 △6,000負担金・補助 ○私立幼稚園就園助成事業（学校教育課） △6,000
△6,000　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 私立幼稚園就園助成金 △6,000

19 △1,000負担金・補助 ○地域公民館維持管理支援事業（社会教育課） △1,000
△1,000　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 公民館等整備費補助金 △1,000

19 △250負担金・補助 ○青少年育成団体活動支援事業（社会教育課） △250
△250　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 青少年特別育成事業費補助金 △250

13 △586委託料 ○文化祭開催事業（社会教育課） △586
△586　　13 委託料

会場設営委託料 △586

7 △658賃金 ○図書館小中学校連携事業（社会教育課） △658
△658　　07 賃金

非常勤嘱託職員賃金 △658

8 △480報償費 ○生涯学習館一般講座開催事業（まちの魅力推進課） △480
△480　　08 報償費

講師謝礼金 △480
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１０款 教育費



１０款　教育費

　６項　保健体育費 △200千円

△9,494千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

計

 千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

12,154△2002 体育振興費 12,354 △200

△20087,168計 86,968 △2000 00

　７項　人権教育費

１０款　教育費 △9,494千円

△320千円

8,998△3201 人権教育費 9,318 △320

△3209,318計 8,998 △3200 00

　１項　予備費

１４款　予備費 6,024千円

6,024千円

48,8916,0241 予備費 42,867 6,024

6,02442,867計 48,891 6,0240 00
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区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節

千円 千円

1 △200報酬 ○スポーツ推進委員活動事業（社会教育課） △200
△200　　01 報酬

スポーツ推進委員報酬 △200

8 △320報償費 ○同和問題啓発事業（社会教育課） △320
△320　　08 報償費

講師謝礼金 △320
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１０款 教育費 １４款 予備費


