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第１６号議案 

平成２８年度 志免町一般会計補正予算（第５号） 

 平成２８年度志免町の一般会計補正予算（第５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 28,545 千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 13,323,339 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。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」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２９年３月３日提出 

志免町長  世 利 良 末    



1 4,986,210 260,000 5,246,210

1 町民税 2,345,738 190,000 2,535,738

2 固定資産税 2,222,583 70,000 2,292,583

11 275,946 △10 275,936

1 負担金 275,946 △10 275,936

13 1,855,909 △14,399 1,841,510

1 国庫負担金 1,478,036 △20,978 1,457,058

2 国庫補助金 364,961 6,579 371,540

14 987,090 691 987,781

1 県負担金 722,253 1,492 723,745

2 県補助金 187,556 △801 186,755

17 311,906 △187,000 124,906

1 特別会計繰入金 888 60,000 60,888

2 基金繰入金 311,018 △247,000 64,018

19 283,861 8,973 292,834

5 雑入 275,431 8,973 284,404

20 865,793 △96,800 768,993

1 町債 865,793 △96,800 768,993

13,351,884 △28,545 13,323,339

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

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

繰入金

諸収入



1 124,923 98 125,021

1 議会費 124,923 98 125,021

2 1,316,140 188,701 1,504,841

1 総務管理費 898,543 194,095 1,092,638

2 交通安全対策費 2,598 △348 2,250

4 徴税費 197,261 △1,909 195,352

5 戸籍住民基本台帳費 49,610 △1,037 48,573

6 選挙費 39,705 △2,100 37,605

3 5,998,783 △124,118 5,874,665

1 社会福祉費 2,134,980 △24,066 2,110,914

2 高齢者福祉費 1,212,086 △23,396 1,188,690

3 児童福祉費 1,379,372 △53,108 1,326,264

4 児童福祉施設費 1,254,781 △23,395 1,231,386

6 国民年金事務取扱費 16,579 △153 16,426

4 1,933,943 △54,997 1,878,946

1 保健衛生費 368,827 △5,032 363,795

2 清掃費 1,094,708 △49,965 1,044,743

6 124,412 △248 124,164

1 農業費 124,412 △248 124,164

7 58,474 △880 57,594

1 商工費 58,474 △880 57,594

8 701,427 △14,509 686,918

1 土木管理費 50,166 △1,000 49,166

2 道路橋梁費 292,905 △13,000 279,905

5 都市計画費 283,505 △509 282,996

9 489,787 △11,283 478,504

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
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1 消防費 489,787 △11,283 478,504

10 1,483,332 △13,310 1,470,022

1 教育総務費 177,646 △249 177,397

2 小学校費 569,356 △3,124 566,232

3 中学校費 339,946 △4,892 335,054

5 社会教育費 209,868 △3,933 205,935

6 保健体育費 43,940 △935 43,005

7 人権教育費 9,190 △177 9,013

14 40,734 2,001 42,735

1 予備費 40,734 2,001 42,735

13,351,884 △28,545 13,323,339

 千円  千円

款 項 補正前の額
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補　正　額 計

 千円

教育費

予備費

歳　　出　　合　　計



- 5 - 

第２表 繰越明許費補正

１．追 加

款 項 事業名 金額 

千円 

9 消防費 1 消防費 防災行政情報通信ネットワーク参画事業 4,330

２．変 更

款 項
補 正 前 補 正 後

事業名 金額 事業名 金額

千円 千円

2 総務費 1 総務管理費 情報化推進事業 2,031 情報化推進事業 5,489

10 教育費 ２ 小学校費 

小  中  学  校 

エ  ア  コ  ン 

設  置  事  業

234,271 

小  中  学  校

エ  ア  コ  ン

設  置  事  業

234,405

10 教育費 ３ 中学校費 

小  中  学  校 

エ  ア  コ  ン 

設  置  事  業

147,016 

小  中  学  校 

エ  ア  コ  ン 

設  置  事  業

147,094
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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

小中学校エアコン

設 置 事 業 債
292,200 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。

213,400 （補正前に同じ） 

２．廃 止

起債の目的 限度額 備 考

千円

志 免 宇 美 線 整 備 事 業 債 18,000



１　総　　括

（歳　　入）

1 町税 4,986,210 260,000 5,246,210

11 分担金及び負担金 275,946 △10 275,936

13 国庫支出金 1,855,909 △14,399 1,841,510

14 県支出金 987,090 691 987,781

17 繰入金 311,906 △187,000 124,906

19 諸収入 283,861 8,973 292,834

20 町債 865,793 △96,800 768,993

13,351,884 △28,545 13,323,339

 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 124,923 98 125,021

2 総務費 1,316,140 188,701 1,504,841

3 民生費 5,998,783 △124,118 5,874,665

4 衛生費 1,933,943 △54,997 1,878,946

6 農林水産業費 124,412 △248 124,164

7 商工費 58,474 △880 57,594

8 土木費 701,427 △14,509 686,918

9 消防費 489,787 △11,283 478,504

10 教育費 1,483,332 △13,310 1,470,022

14 予備費 40,734 2,001 42,735

13,351,884 △28,545 13,323,339

 千円

歳　　出　　合　　計
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款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額



国県支出金 地 方 債 そ の 他

98

5,344 300 183,057

△41,899 △10 △82,209

8,873 △63,870

△248

△880

△50 △18,000 3,541

△11,283

22,897 △78,800 60,000 △17,407

2,001

△13,708 △96,800 69,163 12,800

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源
一　般　財　源

 千円  千円  千円
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補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円
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1,478,036 △20,978 1,457,058計

1 1,473,107 △20,978 1,452,129民生費国庫負担金

　１項　国庫負担金 △20,978千円

１３款　国庫支出金 △14,399千円

275,946 △10 275,936計

275,946 △10 275,936民生費負担金1

　１項　負担金 △10千円

１１款　分担金及び負担金 △10千円

2,222,583 70,000 2,292,583計

1 2,192,668 70,000 2,262,668固定資産税

　２項　固定資産税 70,000千円

　１款　町税 260,000千円

2,345,738 190,000 2,535,738計

2 350,899 70,000 420,899法人

1 1,994,839 120,000 2,114,839個人

補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円

260,000千円

190,000千円

 千円

　１款　町税

　１項　町民税

２ 歳    入

目
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１款 町税 １１款 分担金及び負担金 １３款 国庫支出金

負担金

児童手当国庫 △37,9005 01 児童手当国庫負担金 △37,900

負担金 09 障害児施設給付費等負担金 1,638
07 自立支援医療費負担金（育成医療） 1,882

障害者福祉費 15,7462 01 障害者自立支援給付費負担金（障害福祉サービス） 12,226

費負担金

社会福祉総務 1,1761 01 国民健康保険保険基盤安定負担金 1,176

業費負担金

子育て支援事 △103 01 母子家庭等日常生活支援負担金 △10

05 償却資産 52,514
03 家屋 15,456

現年課税分 70,0001 01 土地 2,030

03 法人税割 69,090
現年課税分 70,0001 01 均等割 910

03 所得割 119,577
現年課税分 120,0001 01 均等割 423

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説 明
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722,253 1,492 723,745計

1 717,976 1,492 719,468民生費県負担金

１４款　県支出金 691千円

　１項　県負担金 1,492千円

計 364,961 6,579 371,540

5 5,525 △50 5,475土木費国庫補助金

4 12,051 5,344 17,395総務費国庫補助金

3 118,051 19,397 137,448教育費国庫補助金

1 228,734 △18,112 210,622民生費国庫補助金

補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円

△14,399千円

6,579千円

 千円

１３款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

目
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１３款 国庫支出金 １４款 県支出金

担金

児童手当県負 △6,1006 01 児童手当県負担金 △6,100

負担金 11 障害児施設給付費等負担金 819
09 自立支援医療費負担金（育成医療） 941

障害者福祉費 7,8732 01 障害者自立支援給付費負担金（障害福祉サービス） 6,113

費負担金
03 民生委員推薦会負担金 1

社会福祉総務 △2811 01 国民健康保険保険基盤安定負担金 △282

費補助金

都市計画総務 △502 03 防災・安全社会資本整備交付金 △50

助金
07 個人番号カード交付事務費補助金 6,073

総務管理費補 5,3441 05 個人番号カード交付事業費補助金 △729

補助金

中学校建設費 7,2765 05 学校施設環境改善交付金 7,276

補助金

小学校建設費 12,1214 05 学校施設環境改善交付金 12,121

補助金

金給付事業費
03 臨時福祉給付金事務費補助金 △3,885

臨時福祉給付 △21,2226 01 臨時福祉給付金事業費補助金 △17,337

助金
11 子ども・子育て支援交付金 △390

児童福祉費補 3,1104 05 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 3,500

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説 明



   - 14 -

4 275,385 8,973 284,358雑入

　５項　雑入 8,973千円

１９款　諸収入 8,973千円

311,018 △247,000 64,018計

247,000 △247,000 0財政調整基金繰入金1

　２項　基金繰入金 △247,000千円

１７款　繰入金 △187,000千円

888 60,000 60,888計

1 0 60,000 60,000公共施設公益施設整備拡充基金特別会計繰入金

　１項　特別会計繰入金 60,000千円

１７款　繰入金 △187,000千円

187,556 △801 186,755計

2 173,818 △801 173,017民生費県補助金

補正前の額 補 正 額 計

 千円  千円

691千円

△801千円

 千円

１４款　県支出金

　２項　県補助金

目
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１４款 県支出金 １７款 繰入金 １９款 諸収入

一般雑入 △2001 53 余剰電力売電料 △200

繰入金

財政調整基金 △247,0001 01 財政調整基金繰入金 △247,000

繰入金

基金特別会計

施設整備拡充

公共施設公益 60,0001 01 公共施設公益施設整備拡充基金特別会計繰入金 60,000

金

保育園費補助 △27410 13 小規模保育整備事業費補助金 △274

業費補助金 17 子育て短期支援事業費補助金 △50
15 利用者支援事業費補助金 △340

子育て支援事 △4659 01 母子家庭等日常生活支援事業費補助金 △75

補助金

高齢者福祉費 △624 03 高齢者社会活動推進等事業費補助金 △62

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説 明
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865,793 △96,800 768,993計

6 18,000 △18,000 0土木債

3 292,200 △78,800 213,400教育債

　１項　町債 △96,800千円

２０款　町債 △96,800千円

275,431 8,973 284,404計

 千円  千円

8,973千円

8,973千円

 千円

１９款　諸収入

　５項　雑入

目 補正前の額 補 正 額 計
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１９款 諸収入 ２０款 町債

道路橋梁債 △18,0002 01 志免宇美線整備事業債 △18,000

中学校債 △33,6002 13 小中学校エアコン設置事業債 △33,600

小学校債 △45,2001 23 小中学校エアコン設置事業債 △45,200

衛生費雑入 8,8734 09 宇美町・志免町衛生施設組合負担金 8,873

総務費雑入 3002 03 職員研修助成金 300

金　　額
説 明

 千円  千円

節

区　　分



 - 18 -

14,029△1,0812 文書広報費 15,110 △1,081

639 300

諸収入国庫支出金 諸収入国庫支出金

300

188,701千円

194,095千円

459,3912101 一般管理費 459,181 △729639

　１項　総務管理費

　２款　総務費

98124,923計 125,021 980 00

1 議会費 121,230 98

 千円 千円

121,32898

98千円

98千円

目 補正前の額

 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

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
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１款 議会費 ２款 総務費

借料 ホームページコンテンツ管理システムリース料 △581
△581　　14 使用料及び賃借料

14 △581使用料及び賃 ○ホームページ運営事業（まちの魅力推進課） △581

△500　　11 需用費
印刷製本費 △500

11 △500需用費 ○広報紙発行事業（まちの魅力推進課） △500

福岡県市町村職員研修所研修負担金 △100
△100　　19 負担金・補助及び交付金

○職員研修事務（総務課） △100
△424

　　13 委託料
嘱託職員健康診断委託料

及び交付金 社会保険料 △2,500
△424

△2,500　　04 共済費
19 △100負担金・補助 ○嘱託・臨時職員雇用事務（総務課） △2,924

150　　10 交際費
町長交際費 150

借料 ○町長交際事業（総務課） 150
複写機リース料 △800

14 △979使用料及び賃 △800　　14 使用料及び賃借料
臨時職員賃金 △450

△450　　07 賃金
13 △424委託料 ○役場運営事業（総務課） △1,250

公用車リース料 △179
△179　　14 使用料及び賃借料

11 △300需用費 燃料費 △300

○公用車管理（総務課） △479
△300　　11 需用費

10 150交際費 職員共済組合負担金 2,517

児童手当 50
2,517　　04 共済費

7 △450賃金 住居手当 △185

時間外勤務手当 1,024
通勤手当 84

4 17共済費 期末勤勉手当 △242
地域手当 89

120
　　03 職員手当等

扶養手当

職員給料 1,356
3 940職員手当等 940

1,356　　02 給料
4,8132 1,356給料 ○職員人件費（総務課）

職員共済組合負担金 64
4 64共済費 64　　04 共済費

時間外勤務手当 34

98
34　　03 職員手当等

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

3 34職員手当等 ○職員人件費（総務課）

千円 千円

区　　分

節
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188,701千円

△1,909千円

147,0021941 税務総務費 146,808 194

　４項　徴税費

　２款　総務費

△3482,598計 2,250 △3480 00

策費

188,701千円

△348千円

2,250△3481 交通安全対 2,598 △348

　２項　交通安全対策費

　２款　総務費

194,095898,543計 1,092,638 193,885△90 3000

△729

国庫支出金国庫支出金

202,307△7297 電算管理費 203,036 △729

△1,8959,178△1,8956 自治振興費 11,073

67,484△2605 財産管理費 67,744 △260

197,850309,690197,8503 財政管理費 111,840

 千円  千円

補正額

地方債

 千円 千円  千円 千円  千円

　２款　総務費

　１項　総務管理費 194,095千円

188,701千円

目 補正前の額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源
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２款 総務費

住居手当 27
4 121共済費 時間外勤務手当 122

扶養手当 △26
133　　03 職員手当等

2543 133職員手当等 ○職員人件費（総務課）

交通安全指導員傷害保険料 △106
12 △106役務費 △106　　12 役務費

交通安全指導員報酬 △242
△242　　01 報酬

△3481 △242報酬 ○交通安全啓発事業（生活安全課）

及び交付金 個人番号カード関連事務委任交付金 △729
△729　　19 負担金・補助及び交付金

19 △729負担金・補助 ○情報化推進事業（総務課） △729

協働事業実施補助金 △1,245
△1,245　　19 負担金・補助及び交付金

○住民による協働提案事業（まちの魅力推進課） △1,245
及び交付金 住民活動団体育成支援補助金 △650

△650　　19 負担金・補助及び交付金
○住民活動団体育成支援事業（まちの魅力推進課） △65019 △1,895負担金・補助

普通財産維持管理工事 △150
15 △150工事請負費 △150　　15 工事請負費

△110　　13 委託料
草刈委託料 △110

13 △110委託料 ○普通財産管理事務（経営企画課） △260

200,000
　　25 積立金

財政調整基金積立金

○財政調整基金積立金（経営企画課） 200,000
200,000

公会計財務書類作成等支援業務委託料 △216
25 200,000積立金 △1,934

統一的な基準による地方公会計システム構築業務委託料
△2,150　　13 委託料

○公会計改革推進事業（経営企画課） △2,15013 △2,150委託料

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節
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△1,03749,610計 48,573 △6,4715,434 00

5,434

本台帳費 国庫支出金国庫支出金

188,701千円

△1,037千円

47,738△1,0371 戸籍住民基 48,775 △6,4715,434

　５項　戸籍住民基本台帳費

　２款　総務費

△1,909197,261計 195,352 △1,9090 00

48,350△2,1032 賦課徴収費 50,453 △2,103

 千円 千円

△1,909千円

188,701千円

目 補正前の額

 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

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

　４項　徴税費
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２款 総務費

臨時職員賃金 △400
非常勤嘱託職員賃金 △100

△500　　07 賃金
7 △500賃金 ○住民登録事務（住民課） △500

職員共済組合負担金 △220
△220　　04 共済費

4 △220共済費 住居手当 △324
通勤手当 7

△317　　03 職員手当等
△5373 △317職員手当等 ○職員人件費（総務課）

固定資産標準宅地鑑定委託料 △913
△913　　13 委託料

△913
課税台帳マイクロ化電子化委託料 △104

○固定資産税評価替事務（税務課）

借料 △104　　13 委託料
相続財産管理人公告手数料 △5

14 △243使用料及び賃 △5　　12 役務費

△500　　01 報酬
相続財産管理人報酬 △500

13 △1,017委託料 ○固定資産税課税事務（税務課） △609

△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

12 △5役務費 ○住民税課税事務（税務課） △195

車借上料 △21
道路通行料及び駐車場使用料 △27

9 △338旅費 △48　　14 使用料及び賃借料

△338　　09 旅費
特別旅費 △338

1 △500報酬 ○町税収納事務（税務課） △386

町民税研修費負担金 △30
家屋評価研修費負担金 △30

△60　　19 負担金・補助及び交付金
△60○税務研修事業（税務課）

及び交付金 職員共済組合負担金 121

児童手当 10
121　　04 共済費

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

19 △60負担金・補助

千円 千円

区　　分

節
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1,176

務費 国庫支出金国庫支出金

△124,118千円

△24,066千円

550,765△12,5101 社会福祉総 563,275 △13,405895

　１項　社会福祉費

　３款　民生費

△2,10039,705計 37,605 △2,1000 00

選挙費

△2,20116,759△2,2017 参議院議員 18,960

334△872 選挙啓発費 421 △87

員会費

18820,5121881 選挙管理委 20,324

 千円  千円

補正額

地方債

 千円 千円  千円 千円  千円

　２款　総務費

　６項　選挙費 △2,100千円

188,701千円

目 補正前の額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源



 - 25 -

２款 総務費 ３款 民生費

466　　04 共済費
4 466共済費 通勤手当 △2

時間外勤務手当 101
地域手当 △9

3 90職員手当等 90　　03 職員手当等
職員給料 △163

△163　　02 給料
3932 △163給料 ○職員人件費（総務課）

選挙用備品購入費 △54
18 △54備品購入費 △54　　18 備品購入費

選挙用備品等リース料 △116
△2

借料 会場借上料 △100
道路通行料及び駐車場使用料

△218　　14 使用料及び賃借料
14 △218使用料及び賃 システム構築業務委託料 △704

△709　　13 委託料
選挙運用支援委託料 △5

13 △709委託料 選挙公報仕分手数料 △42

郵便料 △28
電話料 △25

12 △95役務費 △95　　12 役務費

印刷製本費 △166
施設修繕料 △54

△27
消耗品費 △122

11 △369需用費 食糧費

△369　　11 需用費
費用弁償 △8

△8　　09 旅費
9 △8旅費

△651
　　07 賃金

臨時職員賃金

投開票立会人報酬 △97
7 △651賃金 △651

△97　　01 報酬
○参議院議員通常選挙事務（住民課） △2,2011 △97報酬

印刷製本費 △2
11 △2需用費 △2　　11 需用費

△85　　08 報償費
ポスターコンクール応募者記念品 △85

8 △85報償費 ○選挙啓発事業（住民課） △87

職員共済組合負担金 212
4 212共済費 212　　04 共済費

児童手当 10
△2

　　03 職員手当等
地域手当

職員給料 △32
3 8職員手当等 8

△32　　02 給料
○職員人件費（総務課） 1882 △32給料

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節
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費

19,4582156 隣保館運営 19,243 215

設管理費

△11,237140,719△11,2375 総合福祉施 151,956

7,873

県支出金県支出金

15,746

費 国庫支出金国庫支出金

1,104,83320,6883 障害者福祉 1,084,145 △2,93123,619

△281

県支出金県支出金

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

　１項　社会福祉費 △24,066千円

△124,118千円

目 補正前の額
一般財源

その他

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　３款　民生費
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３款 民生費

4 129共済費 129　　04 共済費

45　　03 職員手当等
時間外勤務手当 45

3 45職員手当等 ○職員人件費（総務課） 174

上下水道料 △237
電気・ガス料 △310

△547　　11 需用費
△547

上下水道料 △946
○シーメイト屋外施設維持管理事業（福祉課）

電気・ガス料 △1,400
△2,871

　　11 需用費
燃料費

○シーメイト屋内施設管理運営事業（福祉課） △5,217
△5,217

グラウンド整備委託料 △850
△850　　13 委託料

△66
電気・ガス料 △432
施設修繕料

△498　　11 需用費
○シーメイトグラウンド管理運営事業（福祉課） △1,348

13 △850委託料 上下水道料 △2,549
電気・ガス料 △167
燃料費 △659

11 △9,637需用費 △3,375　　11 需用費
○シーメイトの湯管理運営事業（福祉課） △3,375

職員共済組合負担金 △17
4 △17共済費 △17　　04 共済費

住居手当 △81
△37

　　03 職員手当等
地域手当

職員給料 △615
3 △118職員手当等 △118

△615　　02 給料
○職員人件費（総務課） △7502 △615給料

地域生活支援事業給付費 △399
△399　　20 扶助費

△399
障害者自立支援給付費（障害福祉サービス） 14,044

○障害者日中ショートステイ事業（福祉課）

14,044　　20 扶助費
○障害者自立支援給付事業（福祉課） 14,044

3,765自立支援医療費
3,765　　20 扶助費

3,765
○障害者自立支援医療（育成医療）給付事業（福祉課）

3,278
3,278　　20 扶助費

障害児通所支援給付費

20 20,688扶助費 ○障害児通所支援給付事業（福祉課） 3,278

28 △12,407繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 △12,407

○国民健康保険特別会計繰出金（住民課） △12,407
△12,407　　28 繰出金

△80
　　14 使用料及び賃借料

借料 バス借上料

使用料及び賃 燃料費 △416
△80

△416　　11 需用費
14 △80

○福祉巡回バス運行事業（福祉課） △496
△416需用費 職員共済組合負担金 46611

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節
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がい対策費

17,866△1503 高齢者生き 18,016 △88△62

業費

生活支援事

13,398△1,1402 高齢者在宅 14,538 △1,140

2,522

総務費 諸収入諸収入

2,522

△124,118千円

△23,396千円

635,841△1,3061 高齢者福祉 637,147 △3,828

　２項　高齢者福祉費

　３款　民生費

△24,0662,134,980計 2,110,914 △27,3583,292 00

業費 △21,222

国庫支出金付金給付事 国庫支出金

△21,222155,289△21,2227 臨時福祉給 176,511

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

　１項　社会福祉費 △24,066千円

△124,118千円

目 補正前の額
一般財源

その他

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　３款　民生費
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３款 民生費

△150
△150　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 老人クラブ補助金

19 △150負担金・補助 ○地域老人クラブ活動支援事業（福祉課） △150

△1,140
△1,140　　20 扶助費

在宅高齢者紙おむつ給付費

20 △1,140扶助費 ○在宅高齢者紙おむつ給付事業（福祉課） △1,140

後期高齢者医療特別会計繰出金 △554
△554　　28 繰出金

○後期高齢者医療特別会計繰出金（住民課） △554
△455

　　13 委託料
緊急通報システム委託料

○高齢者緊急通報システム事業（福祉課） △455
△455

28 △554繰出金 職員共済組合負担金 629

児童手当 △40
629　　04 共済費

13 △455委託料 住居手当 81

時間外勤務手当 547
通勤手当 △11

4 629共済費 期末勤勉手当 △390
地域手当 △63
扶養手当 △67

3 57職員手当等 57　　03 職員手当等
職員給料 △983

△983　　02 給料
△2972 △983給料 ○職員人件費（総務課）

及び交付金
臨時福祉給付金 △17,337

19 △17,337負担金・補助 △17,337　　19 負担金・補助及び交付金
口座振込手数料 △388
郵便料 △1,038

12 △1,426役務費 △1,426　　12 役務費
印刷製本費 △98

△63
△161　　11 需用費

消耗品費

臨時職員賃金 △2,298
11 △161需用費

△2,298　　07 賃金
○臨時福祉給付金給付事業（福祉課） △21,2227 △2,298賃金

隣保館運営費等補助金返還金 41
及び割引料 41　　23 償還金・利子及び割引料

○償還金、利子及び割引料（社会教育課） 41
職員共済組合負担金 12923 41償還金・利子

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節
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務費

△124,118千円

△53,108千円

79,886△3081 児童福祉総 80,194 △308

　３項　児童福祉費

　３款　民生費

△23,3961,212,086計 1,188,690 △23,334△62 00

△2,522

業費 諸収入諸収入

495,659△18,0887 介護保険事 513,747 △15,566△2,522

理費

センター管

20,741△2,7124 高齢者福祉 23,453 △2,712

△62

県支出金県支出金

 千円  千円

補正額

地方債

 千円 千円  千円 千円  千円

　３款　民生費

　２項　高齢者福祉費 △23,396千円

△124,118千円

目 補正前の額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源
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３款 民生費

期末勤勉手当 226
386　　03 職員手当等

△2281 △80報酬 ○職員人件費（総務課）

及び交付金

19 △15,749負担金・補助

事務備品購入費 524
18 524備品購入費 524　　18 備品購入費

消耗品費 280
280　　11 需用費

11 280需用費 特別旅費 △53
普通旅費 △63

△116　　09 旅費
9 △116旅費 協議体委員謝礼金 △210

非常勤嘱託職員賃金 △3,000
△210　　08 報償費

8 △210報償費 △3,000　　07 賃金

介護保険広域連合負担金 △15,749
○介護予防・日常生活支援総合事業（福祉課） △2,522

7 △3,000賃金 △15,749　　19 負担金・補助及び交付金

職員共済組合負担金 △76
○介護保険調整事務（福祉課） △15,749

4 △76共済費 △76　　04 共済費

地域手当 △3
住居手当 318

3 315職員手当等 315　　03 職員手当等

△56　　02 給料
職員給料 △56

2 △56給料 ○職員人件費（総務課） 183

△89
樹木管理委託料 △1,137
施設清掃委託料

△1,226　　13 委託料
電気・ガス料 △276

△27
燃料費 △1,150

13 △1,226委託料 印刷製本費

△1,453　　11 需用費
需用費 望山荘クラブ報償金 △33

△33　　08 報償費
11 △1,453

△2,712
8 △33報償費 ○高齢者福祉センター（望山荘）管理運営事業（福祉課）

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節
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△274

県支出金県支出金

△124,118千円

△23,395千円

1,190,158△22,9842 保育園費 1,213,142 △22,710△274

　４項　児童福祉施設費

　３款　民生費

△53,1081,379,372計 1,326,264 △8,243△44,855 △100

△465

県支出金 △10県支出金

△390 負担金負担金

事業費 国庫支出金 分担金及び国庫支出金 分担金及び

26,422△1,6506 子育て支援 28,072 △785△855 △10

対策費

152,062△8003 乳幼児医療 152,862 △800

△6,100

県支出金県支出金

△37,900

国庫支出金国庫支出金

1,016,051△50,3502 児童措置費 1,066,401 △6,350△44,000

 千円 千円

△53,108千円

△124,118千円

目 補正前の額

 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

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

　３項　児童福祉費



 - 33 -

３款 民生費

扶養手当 △46
3 △48職員手当等 △48　　03 職員手当等

職員給料 36
36　　02 給料

2442 36給料 ○職員人件費（総務課）

△80
　　09 旅費

特別旅費

○子どもの権利相談・救済事業（子育て支援課） △80
△80

母子家庭等日常生活支援事業委託料 △100
△100　　13 委託料

△100
産前・産後支援ヘルパー事業委託料 △150

○母子・父子家庭日常生活支援事業（子育て支援課）

△150　　13 委託料
○産前・産後支援ヘルパー事業（子育て支援課） △150

15 △200工事請負費 子育て支援設備整備工事 △200

特別旅費 △20
△200　　15 工事請負費

13 △550委託料 △20　　09 旅費

△800　　07 賃金
非常勤嘱託職員賃金 △800

9 △100旅費 ○子育て支援センター運営事業（子育て支援課） △1,020

△300　　13 委託料
子どもショートステイ事業委託料 △300

7 △800賃金 ○子どもショートステイ事業（子育て支援課） △300

△800
△800　　11 需用費

印刷製本費

11 △800需用費 ○乳幼児医療費助成事業（住民課） △800

児童手当費 △50,350
△50,350　　20 扶助費

20 △50,350扶助費 ○児童手当事務（子育て支援課） △50,350

△80
　　01 報酬

虐待等防止ネットワーク会議委員報酬

○要保護児童対策事業（子育て支援課） △80
△80

4 △614共済費 職員共済組合負担金 △614
△614　　04 共済費

時間外勤務手当 140
児童手当 20

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

3 386職員手当等

千円 千円

区　　分

節
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務費

△54,997千円

△5,032千円

91,2522691 保健衛生総 90,983 269

　１項　保健衛生費

　４款　衛生費

△15316,579計 16,426 △1530 00

務取扱費

△124,118千円

△153千円

16,426△1531 国民年金事 16,579 △153

　６項　国民年金事務取扱費

　３款　民生費

△23,3951,254,781計 1,231,386 △23,121△274 00

36,413△4113 学童保育費 36,824 △411

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

　４項　児童福祉施設費 △23,395千円

△124,118千円

目 補正前の額
一般財源

その他

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　３款　民生費
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３款 民生費 ４款 衛生費

4 492共済費 住居手当 △135
通勤手当 7
地域手当 △6

3 △134職員手当等 △134　　03 職員手当等
職員給料 △89

△89　　02 給料
2692 △89給料 ○職員人件費（総務課）

職員共済組合負担金 17
4 17共済費 17　　04 共済費

通勤手当 △170
△170　　03 職員手当等

△1533 △170職員手当等 ○職員人件費（総務課）

施設修繕料 △231
△231　　11 需用費

13 △180委託料 ○学童保育所維持管理事業（子育て支援課） △231

△180　　13 委託料
指導員検便委託料 △180

11 △231需用費 ○学童保育所運営事業（子育て支援課） △180

常勤嘱託職員賃金 △3,300
△3,300　　07 賃金

○町立保育園障害児保育事業（子育て支援課） △3,300
△308

　　19 負担金・補助及び交付金
小規模保育整備事業費補助金

○小規模保育設置促進事業（子育て支援課） △308
△308

非常勤嘱託職員賃金 △750
及び交付金 △750　　07 賃金

○志免南保育園一時預かり事業（子育て支援課） △750
職員検便委託料 △520

△520　　13 委託料
19 △308負担金・補助

非常勤嘱託職員賃金 △6,900
常勤嘱託職員賃金 △11,450

△18,350　　07 賃金
13 △520委託料

○町立保育園運営事業（子育て支援課） △18,870
職員共済組合負担金 256

256　　04 共済費
7 △22,400賃金

児童手当 10
通勤手当 △124 256共済費

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節
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778,183△37,8812 ごみ処理費 816,064 △37,881

8,873

諸収入諸収入

8,873

△54,997千円

△49,965千円

265,679△11,8341 清掃総務費 277,513 △20,707

　２項　清掃費

　４款　衛生費

△5,032368,827計 363,795 △5,0320 00

進費

22,015△5,3014 成人健康推 27,316 △5,301

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

　１項　保健衛生費 △5,032千円

△54,997千円

目 補正前の額
一般財源

その他

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　４款　衛生費
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４款 衛生費

△785

及び交付金 広域ごみ処理施設事業費負担金 △35,896
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

△36,681　　19 負担金・補助及び交付金
19 △36,681負担金・補助 指定ごみ袋製作委託料 △8,000

△1,800　　13 委託料
ごみ収集委託料 6,200

13 △1,800委託料 ごみ収集指定袋販売事務手数料 200

600　　12 役務費
ごみ収集指定袋販売手数料 400

12 600役務費 ○ごみ処理事業（生活安全課） △37,881

△200
　　19 負担金・補助及び交付金

焼却場跡地周辺地域太陽光発電地元還元金

○焼却場跡地周辺環境整備事業（生活安全課） △200
△200

ごみ収集委託料 △200
△200　　13 委託料

△200
集団資源回収奨励補助金 △1,200

○町内清掃事業（生活安全課）

△1,200　　19 負担金・補助及び交付金
○資源回収推進事業（生活安全課） △1,200

宇美町・志免町衛生施設組合負担金 △10,498
及び交付金 △10,498　　19 負担金・補助及び交付金

△10,498
19 △11,898負担金・補助 ○宇美町・志免町衛生施設組合運営事業（生活安全課）

435　　04 共済費
職員共済組合負担金 435

13 △200委託料 児童手当 20

通勤手当 △48
住居手当 △9

4 435共済費 期末勤勉手当 △52
地域手当 △5
扶養手当 △6

3 △100職員手当等 △100　　03 職員手当等
職員給料 △71

△71　　02 給料
2642 △71給料 ○職員人件費（総務課）

△1,930
乳がん検診委託料 △1,300
がん検診推進事業検診委託料

胃がん検診委託料 △1,600
13 △4,830委託料 △4,830　　13 委託料

△471　　07 賃金
常勤嘱託職員賃金 △471

7 △471賃金 ○がん検診等事業（健康課） △5,301

職員共済組合負担金 492
492　　04 共済費

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節
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△14,509千円

△1,000千円

49,166△1,0001 土木総務費 50,166 △1,000

　１項　土木管理費

　８款　土木費

△88058,474計 57,594 △8800 00

△880千円

△880千円

43,272△8801 商工総務費 44,152 △880

　１項　商工費

　７款　商工費

△248124,412計 124,164 △2480 00

△248千円

△248千円

28,511△2482 農業総務費 28,759 △248

　１項　農業費

　６款　農林水産業費

△49,9651,094,708計 1,044,743 △58,8380 8,8730

△250881△2504 下水処理費 1,131

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

　２項　清掃費 △49,965千円

△54,997千円

目 補正前の額
一般財源

その他

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　４款　衛生費
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４款 衛生費 ６款 農林水産業費 ７款 商工費 ８款 土木費

職員給料 △828
△828　　02 給料

△1,0002 △828給料 ○職員人件費（総務課）

8
　　04 共済費

職員共済組合負担金

住居手当 △27
8

通勤手当 △24
4 8共済費 期末勤勉手当 △502

地域手当 △19
扶養手当 △6

3 △578職員手当等 △578　　03 職員手当等
職員給料 △310

△310　　02 給料
△8802 △310給料 ○職員人件費（総務課）

150
　　04 共済費

職員共済組合負担金

児童手当 △30
150

住居手当 △27
4 150共済費 通勤手当 △9

地域手当 △19
扶養手当 △65

3 △150職員手当等 △150　　03 職員手当等
職員給料 △248

△248　　02 給料
△2482 △248給料 ○職員人件費（総務課）

樹木管理委託料 △250
△250　　13 委託料

○桜丘下水処理施設跡地管理事業（生活安全課） △25013 △250委託料

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節
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△509283,505計 282,996 △459△50 00

△50

務費 国庫支出金国庫支出金

△14,509千円

△509千円

53,516△5091 都市計画総 54,025 △459△50

　５項　都市計画費

　８款　土木費

△13,000292,905計 279,905 5,0000 0△18,000

△18,000

良費 町債町債

△18,000

△14,509千円

△13,000千円

110,920△13,0003 道路新設改 123,920 5,000

　２項　道路橋梁費

　８款　土木費

△1,00050,166計 49,166 △1,0000 00

 千円 千円

△1,000千円

△14,509千円

目 補正前の額

 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

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

　１項　土木管理費
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８款 土木費

測量登記委託料 △645
及び交付金 △645　　13 委託料

○地籍管理事務（都市整備課） △645
19 △100負担金・補助 木造戸建住宅耐震改修工事費補助金 △100

○建築物耐震改修促進事業（都市整備課） △100
△100　　19 負担金・補助及び交付金

13 △645委託料 職員共済組合負担金 322

児童手当 △40
322　　04 共済費

4 322共済費 住居手当 △67
通勤手当 21

△86　　03 職員手当等
2363 △86職員手当等 ○職員人件費（総務課）

及び交付金 志免宇美線整備事業負担金 △13,000
△13,000　　19 負担金・補助及び交付金

△13,00019 △13,000負担金・補助 ○道路新設改良事業（都市整備課）

職員共済組合負担金 484
484　　04 共済費

児童手当 40
△98

通勤手当 △96
住居手当

4 484共済費 時間外勤務手当 170

地域手当 △50
期末勤勉手当 △622

△656　　03 職員手当等

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

3 △656職員手当等

千円 千円

区　　分

節
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△13,310千円

△3,124千円

305,6341901 学校管理費 305,444 190

　２項　小学校費

１０款　教育費

△249177,646計 177,397 △3,7493,500 00

育費

44,890△2134 特別支援教 45,103 △213

3,500

国庫支出金国庫支出金

118,7931732 事務局費 118,620 △3,3273,500

費

△13,310千円

△249千円

2,421△2091 教育委員会 2,630 △209

　１項　教育総務費

１０款　教育費

△11,283489,787計 478,504 △11,2830 00

費

62,3627762 非常備消防 61,586 776

△12,059393,496△12,0591 常備消防費 405,555

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

　１項　消防費 △11,283千円

△11,283千円

目 補正前の額
一般財源

その他

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　９款　消防費
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９款 消防費 １０款 教育費

職員共済組合負担金 134
4 134共済費 134　　04 共済費

時間外勤務手当 56
56　　03 職員手当等

1903 56職員手当等 ○職員人件費（総務課）

△213
△213　　19 負担金・補助及び交付金

及び交付金 特別支援学校通学費補助金

19 △213負担金・補助 ○特別支援学校通学支援事業（学校教育課） △213

職員共済組合負担金 743
743　　04 共済費

4 743共済費 管理職員特別勤務手当 12

地域手当 △31
通勤手当 △29

3 △48職員手当等 △48　　03 職員手当等

△522　　02 給料
職員給料 △522

2 △522給料 ○職員人件費（総務課） 173

特別旅費 △209
△209　　09 旅費

△2099 △209旅費 ○教育委員研修事業（学校教育課）

職員共済組合負担金 313
313　　04 共済費

4 313共済費 時間外勤務手当 430

地域手当 1
期末勤勉手当 13

3 444職員手当等 444　　03 職員手当等

19　　02 給料
職員給料 19

2 19給料 ○職員人件費（総務課） 776

及び交付金 粕屋南部消防組合負担金 △12,059
△12,059　　19 負担金・補助及び交付金

○粕屋南部消防組合参画事業（生活安全課） △12,05919 △12,059負担金・補助

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節
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務費

△13,310千円

△3,933千円

65,973△1,1621 社会教育総 67,135 △1,162

　５項　社会教育費

１０款　教育費

△4,892339,946計 335,054 △5,0417,276 26,473△33,600

7,276 26,473△33,600

国庫支出金 繰入金町債国庫支出金 町債 繰入金

147,094784 施設建設費 147,016 △717,276 26,473△33,600

△4,98929,743△4,9892 教育振興費 34,732

△13,310千円

△4,892千円

158,217191 学校管理費 158,198 19

　３項　中学校費

１０款　教育費

△3,124569,356計 566,232 △3,57212,121 33,527△45,200

12,121 33,527△45,200

国庫支出金 繰入金町債国庫支出金 町債 繰入金

234,4051344 施設建設費 234,271 △31412,121 33,527△45,200

△3,44825,893△3,4482 教育振興費 29,341

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

　２項　小学校費 △3,124千円

△13,310千円

目 補正前の額
一般財源

その他

補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

１０款　教育費
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１０款 教育費

児童手当 20
3 348職員手当等 住居手当 △135

時間外勤務手当 471
地域手当 △8

2 △132給料 348　　03 職員手当等
職員給料 △132

△132　　02 給料
△9621 △200報酬 ○職員人件費（総務課）

消耗品費 78
78　　11 需用費

11 78需用費 ○小中学校エアコン設置事業（学校教育課） 78

△1,000
新入学生徒学用品費 △189
修学旅行費

給食費 △2,200
学用品費 △1,600

△4,989　　20 扶助費
○学校就学援助事業（学校教育課） △4,98920 △4,989扶助費

職員共済組合負担金 19
19　　04 共済費

194 19共済費 ○職員人件費（総務課）

消耗品費 134
134　　11 需用費

11 134需用費 ○小中学校エアコン設置事業（学校教育課） 134

△183
新入学児童学用品費 △165
修学旅行費

給食費 △2,500
学用品費 △600

△3,448　　20 扶助費
○学校就学援助事業（学校教育課） △3,44820 △3,448扶助費

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節
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△3,933209,868計 205,935 △3,9330 00

運営費

△30029,029△3008 生涯学習館 29,329

費

△2284,754△2287 文化財保護 4,982

費

△15850,549△1586 町民図書館 50,707

3,482△8715 文化振興費 4,353 △871

対策費

△1562,850△1563 青少年育成 3,006

17,529△1,0582 公民館費 18,587 △1,058

 千円 千円

△3,933千円

△13,310千円

目 補正前の額

 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

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

　５項　社会教育費
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１０款 教育費

講師謝礼金 △300
△300　　08 報償費

○生涯学習館一般講座開催事業（まちの魅力推進課） △3008 △300報償費

電気・ガス料 △70
△70　　11 需用費

11 △70需用費

△90
　　08 報償費

文化財関係謝礼金

文化財保護審議会委員報酬 △68
8 △90報償費 △90

△68　　01 報酬
○文化財整備・保護事業（社会教育課） △2281 △68報酬

非常勤嘱託職員賃金 △154
△154　　07 賃金

△154
職員共済組合負担金 △4

7 △154賃金 ○図書館子どもまつり事業（社会教育課）

△4　　04 共済費
○職員人件費（総務課） △44 △4共済費

会場設営委託料 △644
△644　　13 委託料

△644
会場設営委託料 △227

○文化祭開催事業（社会教育課）

△227　　13 委託料
13 △871委託料 ○文化協会活動支援事業（社会教育課） △227

青少年問題協議会委員報酬 △156
△156　　01 報酬

○青少年非行防止支援事業（社会教育課） △1561 △156報酬

及び交付金
公民館等整備費補助金 △1,000

19 △1,000負担金・補助 △1,000　　19 負担金・補助及び交付金

費用弁償 △38
○地域公民館維持管理支援事業（社会教育課） △1,000

9 △38旅費 △38　　09 旅費

△20　　08 報償費
講師謝礼金 △20

8 △20報償費 ○地域公民館役員研修事業（社会教育課） △58

社会教育委員報酬 △200
△200　　01 報酬

職員共済組合負担金 △1,178
○社会教育委員の会運営事業（社会教育課） △200

△1,178　　04 共済費

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

4 △1,178共済費

千円 千円

区　　分

節
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2,00140,734計 42,735 2,0010 00

2,001千円

2,001千円

42,7352,0011 予備費 40,734 2,001

　１項　予備費

１４款　予備費

△1779,190計 9,013 △1770 00

△13,310千円

△177千円

9,013△1771 人権教育費 9,190 △177

　７項　人権教育費

１０款　教育費

△93543,940計 43,005 △9350 00

31,856△4003 体育施設費 32,256 △400

2 体育振興費 11,684 △535

 千円 千円

11,149△535

△935千円

△13,310千円

目 補正前の額

 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

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

　６項　保健体育費
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１０款 教育費 １４款 予備費

借料 道路通行料及び駐車場使用料 △12
△12　　14 使用料及び賃借料

14 △12使用料及び賃 ○人権・同和教育担当者研修参画事業（社会教育課） △12
講師謝礼金 △165

△165　　08 報償費
△1658 △165報償費 ○同和問題啓発事業（社会教育課）

電気・ガス料 △400
△400　　11 需用費

11 △400需用費 ○社会体育館等管理運営事業（社会教育課） △400

△1
　　11 需用費

消耗品費

委託料 講師謝礼金 △80
△1

△80　　08 報償費
13 △54

△81
11 △1需用費 ○子どもの運動能力向上講習会開催事業（社会教育課）

△54　　13 委託料
警備委託料 △54

8 △80報償費 ○町民大運動会開催事業（社会教育課） △54
スポーツ推進委員報酬 △400

△400
△400　　01 報酬

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

1 △400報酬 ○スポーツ推進委員活動事業（社会教育課）

千円 千円

区　　分

節
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給 与 費 

１．一般職

区  分 職 員 数

(人) 

給   与   費

給  料 職 員 手 当 計

補 正 後 
（ 6）

183
657,835 411,959 1,069,794

補 正 前 
（ 6）

183
660,473 411,578 1,072,051

比   較 
（ ）

△2,638 381 △2,257

       （  ）は、短時間勤務職員（外書き） 

職員手当 

の 内 訳 

区  分 管理職手当 扶 養 手 当 地 域 手 当 

補 正 後 11,988 14,911 41,513

補 正 前 11,988 15,007 41,675

比   較 △96 △162
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明 細 書

（単位：千円） 

共 済 費 合  計 
退職手当 

負 担 金 
備    考 

210,888 1,280,682 139,055

205,486 1,277,537 139,055

5,402 3,145

（単位：千円） 

期末勤勉手当 時間外勤務手当 通 勤 手 当 住 居 手 当 
管理職特別

勤 務 手 当

262,332 59,182 9,516 11,614 903

263,901 56,042 9,798 12,276 891

△1,569 3,140 △282 △662 12


