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（補正第４号） 

福岡県糟屋郡志免町 
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第 10 号議案 

平成３０年度 志免町一般会計補正予算（第４号） 

 平成３０年度志免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 119,916 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,136,949 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。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更及び廃止は、｢第３表 地方債補正｣による。 

  平成３１年３月１日提出 

志免町長  世 利 良 末    



12 244,562 △1,425 243,137

1 使用料 74,486 △1,425 73,061

13 2,133,429 11,204 2,144,633

1 国庫負担金 1,641,679 11,304 1,652,983

2 国庫補助金 477,163 △100 477,063

14 1,127,346 △14,582 1,112,764

1 県負担金 824,566 △9,237 815,329

2 県補助金 233,277 △5,195 228,082

3 委託金 69,503 △150 69,353

16 425,001 160,700 585,701

1 寄附金 425,001 160,700 585,701

17 230,832 △2,000 228,832

2 基金繰入金 230,478 △2,000 228,478

19 262,014 △7,081 254,933

5 雑入 253,864 △7,081 246,783

20 638,329 △26,900 611,429

1 町債 638,329 △26,900 611,429

14,017,033 119,916 14,136,949

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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使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金

諸収入



1 110,190 △983 109,207

1 議会費 110,190 △983 109,207

2 1,714,443 349,927 2,064,370

1 総務管理費 988,442 191,269 1,179,711

3 企画費 441,101 160,700 601,801

4 徴税費 193,687 △1,872 191,815

7 統計調査費 2,855 △170 2,685

3 6,479,418 △99,527 6,379,891

1 社会福祉費 2,177,277 3,974 2,181,251

2 高齢者福祉費 1,303,847 △59,301 1,244,546

3 児童福祉費 1,365,655 △6,100 1,359,555

4 児童福祉施設費 1,612,532 △38,100 1,574,432

4 1,855,101 △77,673 1,777,428

1 保健衛生費 370,014 △29,006 341,008

2 清掃費 1,036,549 △48,667 987,882

3 上水道費 17,850 0 17,850

8 611,626 △25,374 586,252

2 道路橋梁費 248,201 △23,369 224,832

5 都市計画費 246,411 △2,005 244,406

9 552,916 △7,079 545,837

1 消防費 552,916 △7,079 545,837

10 1,401,430 △19,475 1,381,955

1 教育総務費 197,636 △3,283 194,353

2 小学校費 337,670 △1,070 336,600

3 中学校費 191,803 △4,150 187,653

4 幼稚園費 134,008 △6,000 128,008

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

土木費

消防費

教育費
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5 社会教育費 485,913 △3,800 482,113

6 保健体育費 45,094 △902 44,192

7 人権教育費 9,306 △270 9,036

14 41,338 100 41,438

1 予備費 41,338 100 41,438

14,017,033 119,916 14,136,949

 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 4,556 

3 民生費 2 高齢者福祉費 
看 護 小 規 模 多 機 能 型 

居 宅 介 護 施 設 設 置 事 業 
26,250 
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第３表 地方債補正

１．変 更

起債の目的

補 正 前 補 正 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

全 国 瞬 時 警 報

シ ス テ ム 受 信 機

更 新 事 業 債

2,700 証書借入 

5.0％以内（た

だし、利率見

直し方式で借

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） 

 政府資金につい

ては、その融資条件

により、銀行その他

の場合にはその債

権者と協定するも

のによる。

 ただし、町財政の

都合により据置期

間及び償還期限を

短縮し、又は繰上償

還もしくは低利に

借換えすることが

できる。

1,500 （補正前に同じ） 

２．廃 止

起債の目的 限度額 備 考

千円

一 般 会 計 出 資 債 300

志 免 宇 美 線 整 備 事 業 債 25,400





１　総　　括

（歳　　入）

12 使用料及び手数料 244,562 △1,425 243,137

13 国庫支出金 2,133,429 11,204 2,144,633

14 県支出金 1,127,346 △14,582 1,112,764

16 寄附金 425,001 160,700 585,701

17 繰入金 230,832 △2,000 228,832

19 諸収入 262,014 △7,081 254,933

20 町債 638,329 △26,900 611,429

14,017,033 119,916 14,136,949

 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）

1 議会費 110,190 △983 109,207

2 総務費 1,714,443 349,927 2,064,370

3 民生費 6,479,418 △99,527 6,379,891

4 衛生費 1,855,101 △77,673 1,777,428

8 土木費 611,626 △25,374 586,252

9 消防費 552,916 △7,079 545,837

10 教育費 1,401,430 △19,475 1,381,955

14 予備費 41,338 100 41,438

14,017,033 119,916 14,136,949

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

△983

△150 160,700 189,377

△2,528 △8,506 △88,493

△300 △77,373

△700 △25,400 726

△1,200 △5,879

△2,000 △17,475

100

△3,378 △26,900 150,194 0

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

△1,425千円

△1,425千円

 千円

１２款　使用料及び手数料

　１項　使用料

2 56,733 △1,425 55,308民生使用料

計 74,486 △1,425 73,061

１３款　国庫支出金 11,204千円

　１項　国庫負担金 11,304千円

1 1,639,219 11,304 1,650,523民生費国庫負担金

1,652,983計

１３款　国庫支出金 11,204千円

1,641,679 11,304

　２項　国庫補助金 △100千円

5 3,684 △100 3,584土木費国庫補助金

477,163 △100 477,063計

１４款　県支出金 △14,582千円

　１項　県負担金 △9,237千円

1 821,460 △9,237 812,223民生費県負担金

824,566 △9,237 815,329計
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 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説 明

高齢者福祉セ △1,4251 01 施設使用料 △831
03 健康器具等使用料 △594

ンター使用料

11,3046 01 保育所運営費負担金 11,304保育園費負担

金

都市計画総務 △1002 03 防災・安全社会資本整備交付金 △100

費補助金

保育園費負担 △9,2378 11 保育所運営費負担金 △9,237

金
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１２款 使用料及び手数料 １３款 国庫支出金 １４款 県支出金



目 補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円

△14,582千円

△5,195千円

 千円

１４款　県支出金

　２項　県補助金

2 207,807 △4,595 203,212民生費県補助金

6 600 △600 0土木費県補助金

計

１４款　県支出金 △14,582千円

233,277 △5,195 228,082

　３項　委託金 △150千円

1 69,370 △150 69,220総務費委託金

69,503 △150 69,353計

１６款　寄附金 160,700千円

　１項　寄附金 160,700千円

1 425,000 160,700 585,700一般寄附金

585,701計

１７款　繰入金 △2,000千円

425,001 160,700

　２項　基金繰入金 △2,000千円

5 12,578 △2,000 10,578国際交流基金繰入金

230,478 △2,000 228,478計
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 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説 明

高齢者福祉費 △204 03 高齢者社会活動推進等事業費補助金 △20

補助金

子育て支援事 △4,5759 19 地域子育て支援拠点施設環境改善事業費補助金 △4,575

業費補助金

△6001 01 福岡県木造戸建て住宅耐震改修促進事業補助金 △600都市計画総務

費補助金

統計調査費委 △1505 29 住生活総合調査委託金 △150

託金

一般寄附金 160,7001 02 志免町おうえん寄附金 160,700

国際交流基金 △2,0001 01 国際交流基金繰入金 △2,000

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

△7,081千円

△7,081千円

 千円

１９款　諸収入

　５項　雑入

4 253,828 △7,081 246,747雑入

計

２０款　町債 △26,900千円

253,864 △7,081 246,783

　１項　町債 △26,900千円

1 300 △300 0衛生債

5 5,700 △1,200 4,500消防債

6 25,400 △25,400 0土木債

638,329 △26,900 611,429計
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 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説 明

民生費雑入 △7,0813 03 地域支援事業費介護保険広域連合負担金 △1,480
04 介護予防サービス計画書収入 △5,590

△1141 望山荘イベント参加実費徴収金

上水道債 △3002 01 一般会計出資債 △300

消防施設債 △1,2001 17 全国瞬時警報システム受信機更新事業債 △1,200

道路橋梁債 △25,4002 01 志免宇美線整備事業債 △25,400
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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

　１款　議会費

　１項　議会費

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

△983千円

△983千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円 千円

105,771△9831 議会費 106,754 △983

△983110,190計 109,207 △9830 00

　１項　総務管理費

　２款　総務費 349,927千円

191,269千円

463,173△6,4561 一般管理費 469,629 △6,456

390,896200,0003 財政管理費 190,896 200,000

8,387△2,2756 自治振興費 10,662 △2,275

191,269988,442計 1,179,711 191,2690 00

　３項　企画費

　２款　総務費 349,927千円

160,700千円

601,601160,7001 企画総務費 440,901 160,700

寄附金寄附金

160,700
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節

 千円

区　　分

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

3 △983職員手当等 ○議会費（議会事務局） △983
△983　　03 職員手当等

議員期末手当 △983

4 △5,600共済費 ○公用車管理（総務課） △56
△56　　14 使用料及び賃借料

公用車リース料 △56
7 △300賃金 ○役場運営事業（総務課） △800

△300　　07 賃金
臨時職員賃金 △300

12 △500役務費 △500　　12 役務費
電話料 △500

○嘱託・臨時職員雇用事務（総務課） △5,600
14 △56使用料及び賃 △5,600　　04 共済費

社会保険料 △5,000
借料 雇用保険料 △600

25 200,000積立金 ○財政調整基金積立金（経営企画課） 200,000
200,000　　25 積立金

財政調整基金積立金 200,000

1 △100報酬 ○住民活動団体育成支援事業（まちの魅力推進課） △850
△100　　01 報酬

住民活動団体補助金交付判定委員会委員報酬 △100
19 △2,175負担金・補助 △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
及び交付金 ○住民による協働提案事業（まちの魅力推進課） △1,425

△1,425　　19 負担金・補助及び交付金
協働事業実施補助金 △1,425

11 69,101需用費 ○ふるさと納税推進事業（経営企画課） 98,776
69,101　　11 需用費

消耗品費 69,101
12 2,172役務費 2,172　　12 役務費

郵便料 2,140
クレジット決済手数料 32

13 27,503委託料 27,503　　13 委託料
ふるさと納税事務代行委託料 27,503

○志免町おうえん基金積立金（経営企画課） 61,924
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１款 議会費 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

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

160,700千円

349,927千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円 千円

160,700441,101計 601,801 00 160,7000

　４項　徴税費

　２款　総務費 349,927千円

△1,872千円

37,467△1,8722 賦課徴収費 39,339 △1,872

△1,872193,687計 191,815 △1,8720 00

　７項　統計調査費

　２款　総務費 349,927千円

△170千円

2,644△1702 統計調査費 2,814 △20△150

県支出金県支出金

△150

△1702,855計 2,685 △20△150 00

　１項　社会福祉費

　３款　民生費 △99,527千円

3,974千円

604,5724,7621 社会福祉総 599,810 4,762

務費

9063832 援護費 523 383
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節

 千円

区　　分

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

25 61,924積立金 61,924　　25 積立金
志免町おうえん基金積立金 61,924

1 △500報酬 ○納税口座振替事務（税務課） △1,177
△1,177　　07 賃金

非常勤嘱託職員賃金 △1,177
7 △1,177賃金 ○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

14 △195使用料及び賃 ○固定資産税課税事務（税務課） △500
△500　　01 報酬

借料 相続財産管理人報酬 △500

1 △150報酬 ○住生活総合調査事務（都市整備課） △170
△150　　01 報酬

住生活総合調査員報酬 △150
11 △20需用費 △20　　11 需用費

消耗品費 △20

1 △600報酬 ○民生委員活動支援事業（福祉課） △600
△600　　01 報酬

民生連絡委員報酬 △600
28 5,362繰出金 ○国民健康保険特別会計繰出金（住民課） 5,362

5,362　　28 繰出金
国民健康保険特別会計繰出金 5,362

23 383償還金・利子
383　　23 償還金・利子及び割引料

○償還金、利子及び割引料（福祉課） 383

中国残留邦人等地域生活支援事業補助金返還金 383及び割引料
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２款 総務費 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

　１項　社会福祉費 3,974千円

△99,527千円

目 補正前の額
一般財源

その他

 千円  千円  千円 千円

1,275,831△5403 障害者福祉 1,276,371 △540

費

146,844△6455 総合福祉施 147,489 △645

設管理費

18,967146 隣保館運営 18,953 14

費

3,9742,177,277計 2,181,251 3,9740 00

　２項　高齢者福祉費

　３款　民生費 △99,527千円

△59,301千円

705,001△6441 高齢者福祉 705,645 △644

総務費

11,159△5,2482 高齢者在宅 16,407 △5,248

生活支援事

業費
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 千円

区　　分

節

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

13 △300委託料 ○障害児通所支援給付事業（福祉課） △300
△300　　13 委託料

障害児通所支援判定委託料 △300
19 △240負担金・補助 ○知的障害者グループホーム支援事業（福祉課） △240

△240　　19 負担金・補助及び交付金
及び交付金 障害者共同生活援助事業補助金 △240

7 △645賃金 ○シーメイト多目的広場管理運営事業（福祉課） △645
△645　　07 賃金

非常勤嘱託職員賃金 △645

8 △300報償費 ○隣保館運営事業（社会教育課） △390
△300　　08 報償費

講師謝礼金 △300
11 △90需用費 △90　　11 需用費

消耗品費 △90
○隣保館施設維持管理事業（社会教育課） △45

12 △35役務費 △35　　12 役務費
電話料 △35

△10　　15 工事請負費
15 △10工事請負費 隣保館施設整備工事 △10

○償還金、利子及び割引料（社会教育課） 449
449　　23 償還金・利子及び割引料

23 449償還金・利子 隣保館運営費等補助金返還金 449

及び割引料

13 △240委託料 ○高齢者緊急通報システム事業（福祉課） △240
△240　　13 委託料

緊急通報システム委託料 △240
28 △404繰出金 ○後期高齢者医療特別会計繰出金（住民課） △404

△404　　28 繰出金
後期高齢者医療特別会計繰出金 △404

9 △61旅費 ○高齢者食の自立支援サービス事業（福祉課） △888
△888　　13 委託料

配食サービス委託料 △888
13 △1,671委託料 ○在宅高齢者紙おむつ給付事業（福祉課） △1,740

△1,740　　20 扶助費
在宅高齢者紙おむつ給付費 △1,740

19 △1,776負担金・補助 ○高齢者はり・きゅう施術費助成事業（福祉課） △1,776
△1,776　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 はり・きゅう施術費補助金 △1,776
○認知症高齢者等支援事業（福祉課） △844

△61　　09 旅費
特別旅費 △6120 △1,740扶助費
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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

　２項　高齢者福祉費 △59,301千円

△99,527千円

目 補正前の額
一般財源

その他

 千円  千円  千円 千円

12,525△543 高齢者生き 12,579 △34△20

がい対策費 県支出金県支出金

△20

16,368△6,4974 高齢者福祉 22,865 △5,061△1,436

センター管 使用料及び使用料及び

理費 手数料手数料

△1,425

諸収入諸収入

△11

455△2,2605 老人保護措 2,715 △2,260

置費

499,038△44,5987 介護保険事 543,636 △37,528△7,070

業費 諸収入諸収入

△7,070

△59,3011,303,847計 1,244,546 △50,775△20 △8,5060
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 千円

区　　分

節

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

△783　　13 委託料
認知症初期集中支援チーム業務委託料 △783

19 △54負担金・補助 ○地域老人クラブ活動支援事業（福祉課） △54
△54　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 老人クラブ補助金 △54

7 △695賃金 ○高齢者福祉センター（望山荘）管理運営事業（福祉課）
△6,497

△695　　07 賃金
8 △35報償費 常勤嘱託職員賃金 △695

△35　　08 報償費
望山荘クラブ報償金 △35

11 △4,762需用費 △4,762　　11 需用費
消耗品費 △430
燃料費 △1,006

12 △92役務費 印刷製本費 △19
電気・ガス料 △973
上下水道料 △1,534

13 △838委託料 施設修繕料 △800
△92　　12 役務費

電話料 △49
14 △75使用料及び賃 クリーニング料 △43

△838　　13 委託料
借料 消防設備点検委託料 △40

備品等保守点検委託料 △17
浄化槽水質検査委託料 △37
樹木管理委託料 △364
施設清掃委託料 △380

△75　　14 使用料及び賃借料
玄関マットリース料 △10
カラオケ機器借上料 △65

20 △2,260扶助費 ○老人保護措置事業（福祉課） △2,260
△2,260　　20 扶助費

老人保護措置費 △2,260

7 △2,496賃金 ○介護保険調整事務（福祉課） △34,320
△34,320　　19 負担金・補助及び交付金

介護保険広域連合負担金 △34,320
13 △6,302委託料 ○介護予防ケアマネジメント事業（福祉課） △8,798

△2,496　　07 賃金
常勤嘱託職員賃金 △2,496

19 △35,800負担金・補助 △6,302　　13 委託料
介護予防ケアマネジメント業務委託料 △6,302

及び交付金 ○介護予防・日常生活支援総合事業（福祉課） △1,480
△1,480　　19 負担金・補助及び交付金

住民活動支援補助金 △1,480
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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

　３款　民生費

　３項　児童福祉費 △6,100千円

△99,527千円

目 補正前の額 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

32,793△6,1006 子育て支援 38,893 △1,525△4,575

事業費 県支出金県支出金

△4,575

△6,1001,365,655計 1,359,555 △1,525△4,575 00

　４項　児童福祉施設費

　３款　民生費 △99,527千円

△38,100千円

1,496,217△38,1002 保育園費 1,534,317 △40,1672,067

国庫支出金国庫支出金

11,304

県支出金県支出金

△9,237

△38,1001,612,532計 1,574,432 △40,1672,067 00

　１項　保健衛生費

　４款　衛生費 △77,673千円

△29,006千円

88,035△6161 保健衛生総 88,651 △616

務費

141,077△19,2002 予防費 160,277 △19,200

71,401△3,2003 母子衛生費 74,601 △3,200
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節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円 千円

15 △5,000工事請負費 ○子育て広場運営事業（子育て支援課） △6,100
△5,000　　15 工事請負費

空調設備改修工事 △5,000
18 △1,100備品購入費 △1,100　　18 備品購入費

施設備品購入費 △1,100

7 △28,500賃金 ○町立保育園運営事業（子育て支援課） △24,700
△24,700　　07 賃金

常勤嘱託職員賃金 △21,600
19 △9,600負担金・補助 非常勤嘱託職員賃金 △3,100

○私立教育保育施設運営事業（子育て支援課） △9,600
及び交付金 △9,600　　19 負担金・補助及び交付金

保育実施負担金 △9,600
○町立保育園障害児保育事業（子育て支援課） △3,800

△3,800　　07 賃金
常勤嘱託職員賃金 △3,800

13 △616委託料 ○健康しめ２１推進事業（健康課） △616
△616　　13 委託料

計画策定委託料 △616

7 △1,000賃金 ○子ども予防接種事業（健康課） △17,000
△1,000　　07 賃金

臨時職員賃金 △1,000
13 △18,200委託料 △16,000　　13 委託料

個別予防接種委託料 △16,000
○高齢者予防接種事業（健康課） △2,200

△2,200　　13 委託料
高齢者個別接種委託料 △2,200

13 △2,200委託料 ○妊婦健診事業（健康課） △3,200
△2,200　　13 委託料

妊婦健康診査委託料 △2,200
20 △1,000扶助費 △1,000　　20 扶助費

妊婦健康診査助成金 △1,000
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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

　４款　衛生費

　１項　保健衛生費 △29,006千円

△77,673千円

目 補正前の額 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

22,977△5,9904 成人健康推 28,967 △5,990

進費

△29,006370,014計 341,008 △29,0060 00

　２項　清掃費

　４款　衛生費 △77,673千円

△48,667千円

261,395△9,7311 清掃総務費 271,126 △9,731

725,605△38,9362 ごみ処理費 764,541 △38,936

△48,6671,036,549計 987,882 △48,6670 00

　３項　上水道費

　４款　衛生費 △77,673千円

0千円

17,85001 上水道施設 17,850 300△300

費 町債町債

△300

017,850計 17,850 3000 0△300
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節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円 千円

7 △2,990賃金 ○がん検診等事業（健康課） △5,990
△2,990　　07 賃金

常勤嘱託職員賃金 △2,990
13 △3,000委託料 △3,000　　13 委託料

胃がん検診委託料 △700
子宮がん検診委託料 △400
乳がん検診委託料 △600
歯周病検診委託料 △300
がん検診推進事業検診委託料 △1,000

13 △900委託料 ○宇美町・志免町衛生施設組合運営事業（生活安全課）
△8,576
△8,576　　19 負担金・補助及び交付金

19 △8,831負担金・補助 宇美町・志免町衛生施設組合負担金 △8,576
○資源回収推進事業（生活安全課） △255

及び交付金 △255　　19 負担金・補助及び交付金
集団資源回収奨励補助金 △255

○町内清掃事業（生活安全課） △900
△900　　13 委託料

ごみ収集委託料 △900

13 △1,800委託料 ○ごみ処理事業（生活安全課） △38,936
△1,800　　13 委託料

ごみ収集委託料 8,200
19 △37,136負担金・補助 指定ごみ袋製作委託料 △10,000

△37,136　　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 △35,375

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
△1,761

財源更正
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４款 衛生費



国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　８款　土木費

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円 千円  千円

　２項　道路橋梁費 △23,369千円

△25,374千円

目 補正前の額
一般財源

その他

 千円  千円  千円 千円

82,171△23,3693 道路新設改 105,540 2,031△25,400

良費 町債町債

△25,400

△23,369248,201計 224,832 2,0310 0△25,400

　５項　都市計画費

　８款　土木費 △25,374千円

△2,005千円

48,716△2,0051 都市計画総 50,721 △1,305△700

務費 国庫支出金国庫支出金

△100

県支出金県支出金

△600

△2,005246,411計 244,406 △1,305△700 00

　１項　消防費

　９款　消防費 △7,079千円

△7,079千円

451,727△5,0541 常備消防費 456,781 △5,054

20,584△2,0253 消防施設費 22,609 △825△1,200

町債町債

△1,200

△7,079552,916計 545,837 △5,8790 0△1,200
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 千円

区　　分

節

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

19 △23,369負担金・補助 ○道路新設改良事業（都市整備課） △23,369
△23,369　　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 △23,369

11 △10需用費 ○建築物耐震改修促進事業（都市整備課） △810
△10　　11 需用費

消耗品費 △10
13 △1,195委託料 △800　　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 △800
○地籍管理事務（都市整備課） △1,195

19 △800負担金・補助 △1,195　　13 委託料
測量登記委託料 △1,195

及び交付金

19 △5,054負担金・補助 ○粕屋南部消防組合参画事業（生活安全課） △5,054
△5,054　　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 △5,054

13 △761委託料 ○国民保護推進事業（生活安全課） △1,264
△1,264　　15 工事請負費

全国瞬時警報システム受信機更新工事 △1,264
15 △1,264工事請負費 ○非常用電源設備設置事業（生活安全課） △761

△761　　13 委託料
非常用電源設備設計委託料 △761
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８款 土木費 ９款 消防費



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 △3,283千円

△19,475千円

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

2,455△1001 教育委員会 2,555 △100

費

127,401△1,1832 事務局費 128,584 △1,183

10,355△2,0003 外国語教育 12,355 △2,000

費 繰入金繰入金

△2,000

△3,283197,636計 194,353 △1,2830 △2,0000

　２項　小学校費

１０款　教育費 △19,475千円

△1,070千円

305,681△1,0701 学校管理費 306,751 △1,070

△1,070337,670計 336,600 △1,0700 00

　３項　中学校費

１０款　教育費 △19,475千円

△4,150千円

154,152△4501 学校管理費 154,602 △450

33,501△3,7002 教育振興費 37,201 △3,700

△4,150191,803計 187,653 △4,1500 00
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節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円 千円

9 △20旅費 ○教育委員会運営事業（学校教育課） △100
△20　　09 旅費

普通旅費 △20
11 △50需用費 △50　　11 需用費

物品等修繕料 △50
△30　　14 使用料及び賃借料

14 △30使用料及び賃 車借上料 △30

借料

7 △1,183賃金 ○教育相談室運営事業（学校教育課） △1,183
△1,183　　07 賃金

常勤嘱託職員賃金 △505
非常勤嘱託職員賃金 △678

13 △2,000委託料 ○学校英語活動支援事業（学校教育課） △2,000
△2,000　　13 委託料

　　　　ＡＬＴ委託料 △2,000

13 △1,070委託料 ○学校施設維持管理事業（学校教育課） △1,070
△1,070　　13 委託料

樹木管理委託料 △1,070

13 △450委託料 ○学校施設維持管理事業（学校教育課） △450
△450　　13 委託料

樹木管理委託料 △450

20 △3,700扶助費 ○学校就学援助事業（学校教育課） △3,700
△3,700　　20 扶助費

学用品費 △600
給食費 △1,800
修学旅行費 △1,300
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１０款 教育費



国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

１０款　教育費

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円 千円  千円

　４項　幼稚園費 △6,000千円

△19,475千円

目 補正前の額
一般財源

その他

 千円  千円  千円 千円

128,008△6,0001 私立幼稚園 134,008 △6,000

助成費

△6,000134,008計 128,008 △6,0000 00

　５項　社会教育費

１０款　教育費 △19,475千円

△3,800千円

16,705△1,0002 公民館費 17,705 △1,000

2,765△2003 青少年育成 2,965 △200

対策費

3,426△7005 文化振興費 4,126 △700

30,068△1,9008 生涯学習館 31,968 △1,900

運営費

△3,800485,913計 482,113 △3,8000 00

　６項　保健体育費

１０款　教育費 △19,475千円

△902千円

12,508△9022 体育振興費 13,410 △902

△90245,094計 44,192 △9020 00
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 千円

区　　分

節

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 △200負担金・補助 ○青少年育成団体活動支援事業（社会教育課） △200
△200　　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 △200

13 △700委託料 ○文化祭開催事業（社会教育課） △700
△700　　13 委託料

会場設営委託料 △700

7 △990賃金 ○生涯学習館一般講座開催事業（まちの魅力推進課） △710
△580　　08 報償費

講師謝礼金 △580
8 △780報償費 △130　　13 委託料

講座運営委託料 △130
○生涯学習館管理運営事業（まちの魅力推進課） △990

13 △130委託料 △990　　07 賃金
常勤嘱託職員賃金 △990

○生涯学習館ジュニア講座開催事業（まちの魅力推進課）
△200
△200　　08 報償費

講師謝礼金 △200

1 △400報酬 ○スポーツ推進委員活動事業（社会教育課） △902
△400　　01 報酬

スポーツ推進委員報酬 △400
9 △502旅費 △502　　09 旅費

費用弁償 △450
特別旅費 △52
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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

　７項　人権教育費

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

△270千円

△19,475千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円 千円

9,036△2701 人権教育費 9,306 △270

△2709,306計 9,036 △2700 00

　１項　予備費

１４款　予備費 100千円

100千円

41,4381001 予備費 41,338 100

10041,338計 41,438 1000 00
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節

 千円

区　　分

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

8 △270報償費 ○同和問題啓発事業（社会教育課） △270
△270　　08 報償費

講師謝礼金 △270
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１０款 教育費 １４款 予備費


