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議案第２４号

平成２９年度涌谷町一般会計補正予算（第６号）

平成２９年度涌谷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に歳入歳出それぞれ１２０，９２３千円を増額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，３７２，７１４千円とする。

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 地方債の補正は 「第３表 地方債補正」による。、

平成３０年３月８日 提 出

涌谷町長 大 橋 信 夫



町税１ 1,470,785 9,400 1,480,185

１町民税 578,380 △11,800 566,580

２固定資産税 697,705 22,500 720,205

３軽自動車税 51,400 1,700 53,100

４町たばこ税 143,300 △3,000 140,300

地方消費税交付金６ 266,468 23,399 289,867

１地方消費税交付金 266,468 23,399 289,867

分担金及び負担金１２ 43,341 △4,745 38,596

２負担金 43,341 △4,745 38,596

使用料及び手数料１３ 72,103 △387 71,716

１使用料 62,261 △387 61,874

国庫支出金１４ 451,587 3,743 455,330

１国庫負担金 382,542 29 382,571

２国庫補助金 64,908 3,733 68,641

３委託金 4,137 △19 4,118

県支出金１５ 483,053 △2,495 480,558

１県負担金 237,541 △1,534 236,007

２県補助金 197,843 2,745 200,588

３委託金 47,669 △3,706 43,963

財産収入１６ 44,461 14,156 58,617

１財産運用収入 14,881 14,156 29,037

寄附金１７ 14,155 △616 13,539

１寄附金 14,155 △616 13,539

繰入金１８ 303,178 100,199 403,377

１特別会計繰入金 14,365 1,354 15,719

２基金繰入金 288,813 98,845 387,658

諸収入２０ 233,041 △3,431 229,610

１延滞金加算金及び過料 150 4,300 4,450

２町預金利子 100 △74 26

３貸付金元利収入 119,119 △25,937 93,182

５雑入 113,672 18,280 131,952

町債２１ 604,151 △18,300 585,851

１町債 604,151 △18,300 585,851

第１表　歳　入　歳　出　予　算　補　正
歳　入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-2-



歳　　　　入　　　　合　　　　計 7,251,791 120,923 7,372,714

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-3-



議会費１ 101,982 △896 101,086

１議会費 101,982 △896 101,086

総務費２ 1,119,140 3,685 1,122,825

１総務管理費 927,039 3,641 930,680

２徴税費 117,057 224 117,281

３戸籍住民基本台帳費 57,317 △180 57,137

５統計調査費 589 0 589

民生費３ 1,909,861 △10,617 1,899,244

１社会福祉費 1,244,899 △5,765 1,239,134

２児童福祉費 664,346 △4,852 659,494

衛生費４ 948,152 169,771 1,117,923

１保健衛生費 217,276 △2,951 214,325

２清掃費 371,584 △162 371,422

４医療福祉センター費 359,111 172,884 531,995

農林水産業費６ 519,132 △30,048 489,084

１農業費 518,977 △30,048 488,929

商工費７ 147,609 1,949 149,558

１商工費 147,609 1,949 149,558

土木費８ 534,652 △6,350 528,302

１土木管理費 54,809 △174 54,635

２道路橋りょう費 181,258 △4,007 177,251

３都市計画費 273,403 △1,258 272,145

４住宅費 25,182 △911 24,271

消防費９ 303,046 △287 302,759

１消防費 303,046 △287 302,759

教育費１０ 793,897 △9,793 784,104

１教育総務費 182,914 △4,615 178,299

２小学校費 93,230 △2,823 90,407

３中学校費 36,471 △31 36,440

４幼稚園費 154,580 △5,856 148,724

５社会教育費 154,346 6,075 160,421

６保健体育費 172,356 △2,543 169,813

予備費１４ 10,146 3,509 13,655

歳　出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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１予備費 10,146 3,509 13,655

歳　　　　出　　　　合　　　　計 7,251,791 120,923 7,372,714

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-5-
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第 ２ 表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

農 業 振 興 地 域 整 備 計 画
６ 農林水産業費 １ 農業費 ３，７３４千円

見 直 し 業 務 委 託 料

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費 道 路 新 設 改 良 事 業 ５５，８２２千円
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第 ３ 表 地 方 債 補 正

１ 地方債の追加

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

５．０％以内（ただし、利 起債年度から据置期間を含め３０千円
率見直し方式で借り入れる 年以内に元利均等償還又は元金均証 書 借 入
政府資金、地方公共団体金 等償還により償還する。ただし、
融機構資金及び銀行等引受 融資条件又は財政の都合により、減 収 補 填 債 18,000 又 は
資金等について、利率の見 据置期間及び償還年限を短縮し若
直しを行った後においては しくは繰上償還又は低利に借り換証 券 発 行
当該見直し後の利率） えることができる。

２ 地方債の変更

補 正 前 補 正 後

起 債 の 目 的 起 債 の 起 債 の
限 度 額 利 率 償還の方法 限 度 額 利 率 償還の方法

方 法 方 法

千円 5.0%以内 起債年度か 千円 5.0%以内 起債年度か
(ただし ら据置期間 (ただし ら据置期間、 、
利率見直 を含め30年 利率見直 を含め30年
し方式で 以内に元利 し方式で 以内に元利
借り入れ 均等償還又 借り入れ 均等償還又
る政府資 は元金均等 る政府資 は元金均等

証書借入 金、地方 償還により 証書借入 金、地方 償還により
公共団体 償還する。 公共団体 償還する。

農 業 生 産 基 盤 57,800 又 は 金融機構 ただし、融 35,400 又 は 金融機構 ただし、融
資金及び 資条件又は 資金及び 資条件又は

整 備 事 業 証券発行 銀行等引 財政の都合 証券発行 銀行等引 財政の都合
受資金等 により、据 受資金等 により、据
につい 置期間及び につい 置期間及び
て、利率 償還年限を て、利率 償還年限を
の見直し 短縮し若し の見直し 短縮し若し
を行った くは繰上償 を行った くは繰上償
後におい 還又は低利 後におい 還又は低利
ては当該 に借り換え ては当該 に借り換え
見直し後 ることがで 見直し後 ることがで
の利率) きる。 の利率) きる。

町営住宅解体事業 7,300 〃 〃 〃 6,700 〃 〃 〃

地 方 道 路 等
31,600 〃 〃 〃 24,600 〃 〃 〃

整 備 事 業

緊 急 避 難 道 路
29,000 〃 〃 〃 28,900 〃 〃 〃

整 備 事 業

箟 岳 白 山 小
12,000 〃 〃 〃 9,900 〃 〃 〃

外 構 整 備 事 業

防犯灯設置事業 2,700 〃 〃 〃 2,600 〃 〃 〃

学 童 保 育 施 設
6,300 〃 〃 〃 6,200 〃 〃 〃

改 修 事 業

図書室整備事業 51,500 〃 〃 〃 47,600 〃 〃 〃



町税 1,470,785１ 9,400 1,480,185

地方消費税交付金 266,468６ 23,399 289,867

分担金及び負担金 43,341１２ △4,745 38,596

使用料及び手数料 72,103１３ △387 71,716

国庫支出金 451,587１４ 3,743 455,330

県支出金 483,053１５ △2,495 480,558

財産収入 44,461１６ 14,156 58,617

寄附金 14,155１７ △616 13,539

繰入金 303,178１８ 100,199 403,377

諸収入 233,041２０ △3,431 229,610

町債 604,151２１ △18,300 585,851

7,251,791歳　　　　入　　　　合　　　　計 120,923 7,372,714

（単位：千円）

　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書
１　総　括
（歳　入）

款 補正前の額 補正額 計

-8- -9-

△896１議会費 101,982 △896 101,086

△6,2749,026△1001,033２総務費 1,119,140 3,685 1,122,825

△12,425△87△1001,995３民生費 1,909,861 △10,617 1,899,244

156,37513,074322４衛生費 948,152 169,771 1,117,923

△14,5738,938△22,400△2,013６農林水産業費 519,132 △30,048 489,084

△6492,598７商工費 147,609 1,949 149,558

△4941,844△7,700８土木費 534,652 △6,350 528,302

△10,48710,200９消防費 303,046 △287 302,759

△17,8016,2971,800△89１０教育費 793,897 △9,793 784,104

3,509１４予備費 10,146 3,509 13,655

96,28541,690△18,3001,248歳　　　　出　　　　合　　　　計 7,251,791 120,923 7,372,714

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国県支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

-1- -2-



町税 1,470,785１ 9,400 1,480,185

地方消費税交付金 266,468６ 23,399 289,867

分担金及び負担金 43,341１２ △4,745 38,596

使用料及び手数料 72,103１３ △387 71,716

国庫支出金 451,587１４ 3,743 455,330

県支出金 483,053１５ △2,495 480,558

財産収入 44,461１６ 14,156 58,617

寄附金 14,155１７ △616 13,539

繰入金 303,178１８ 100,199 403,377

諸収入 233,041２０ △3,431 229,610

町債 604,151２１ △18,300 585,851

7,251,791歳　　　　入　　　　合　　　　計 120,923 7,372,714

（単位：千円）

　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書
１　総　括
（歳　入）

款 補正前の額 補正額 計

-8- -9-

△896１議会費 101,982 △896 101,086

△6,2749,026△1001,033２総務費 1,119,140 3,685 1,122,825

△12,425△87△1001,995３民生費 1,909,861 △10,617 1,899,244

156,37513,074322４衛生費 948,152 169,771 1,117,923

△14,5738,938△22,400△2,013６農林水産業費 519,132 △30,048 489,084

△6492,598７商工費 147,609 1,949 149,558

△4941,844△7,700８土木費 534,652 △6,350 528,302

△10,48710,200９消防費 303,046 △287 302,759

△17,8016,2971,800△89１０教育費 793,897 △9,793 784,104

3,509１４予備費 10,146 3,509 13,655

96,28541,690△18,3001,248歳　　　　出　　　　合　　　　計 7,251,791 120,923 7,372,714

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国県支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

-1- -2-



町税1 1,470,785 9,400 1,480,185

町民税1 578,380 △11,800 566,580

個人1 501,300 1,200 502,500

法人2 77,080 △13,000 64,080

固定資産税2 697,705 22,500 720,205

固定資産税1 697,000 22,500 719,500

軽自動車税3 51,400 1,700 53,100

軽自動車税1 51,400 1,700 53,100

町たばこ税4 143,300 △3,000 140,300

町たばこ税1 143,300 △3,000 140,300

地方消費税交付金6 266,468 23,399 289,867

地方消費税交付金1 266,468 23,399 289,867

地方消費税交付金1 266,468 23,399 289,867

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １ 町税

-10-01-01-01 個人



①滞納繰越分　　　　　　　【税務課】2滞納繰越分 1,200                     1,200

①現年課税分　　　　　　　【税務課】1現年課税分 △13,000                  △13,000

①現年課税分　　　　　　　【税務課】1現年課税分 15,000                    15,000

①滞納繰越分　　　　　　　【税務課】2滞納繰越分 7,500                     7,500

①現年課税分　　　　　　　【税務課】1現年課税分 1,300                     1,300

①滞納繰越分　　　　　　　【税務課】2滞納繰越分 400                       400

①現年課税分　　　　　　　【税務課】1現年課税分 △3,000                   △3,000

①地方消費税交付金　　　　【企画財政課】1地方消費税 23,399                    23,399
交付金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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分担金及び負担金12 43,341 △4,745 38,596

負担金2 43,341 △4,745 38,596

民生費負担金2 41,458 △4,815 36,643

教育費負担金4 479 70 549

使用料及び手数料13 72,103 △387 71,716

使用料1 62,261 △387 61,874

総務使用料1 5,989 316 6,305

農林水産業使用料4 20 47 67

教育使用料6 8,997 △750 8,247

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １２ 分担金及び負担金

-12-12-02-02 民生費負担金



①さくらんぼこども園利用負担金1児童福祉費 △4,815                   △2,200
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】負担金
②涌谷保育園利用負担金　　【福祉課】                      360
③日本スポーツ振興センター負担金                      △3
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】
⑥他市町村受託保育利用負担金                   △2,972
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】

②他市町村幼稚園受託保育利用負担金1教育総務費 70                        70
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】負担金

①行政財産使用料　　　　　【企画財政課】1総務使用料 316                       150
②行政財産一時使用料　　　【企画財政課】                      166

①農村環境改善センター使用料1農林水産施 47                        22
　　　　　　　　　　　　　【生涯学習課】設使用料
②農村環境改善センター冷暖房使用料                       25
　　　　　　　　　　　　　【生涯学習課】

①小中学校使用料　　　　　【教育総務課】1小中学校使 1                         1
用料

①幼稚園保育料　　　　　　【福祉課】2幼稚園使用 △896                     △896
料

①公民館使用料　　　　　　【生涯学習課】3公民館使用 225                       189
②公民館冷暖房使用料　　　【生涯学習課】料                        36

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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国庫支出金14 451,587 3,743 455,330

国庫負担金1 382,542 29 382,571

民生費国庫負担金1 382,542 29 382,571

国庫補助金2 64,908 3,733 68,641

総務費国庫補助金1 3,411 1,191 4,602

民生費国庫補助金2 20,369 2,542 22,911

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １３ 使用料及び手数料

-14-13-01-06 教育使用料



①史料館入館料　　　　　　【生涯学習課】4史料館使用 △50                      △50
料

②体育館使用料　　　　　　【生涯学習課】5体育施設使 △15                        20
③涌谷スタジアム使用料　　【生涯学習課】用料                      △35

①くがね創庫使用料　　　　【生涯学習課】6くがね創庫 △15                      △15
使用料

①国民健康保険基盤安定負担金5国民健康保 131                       131
　　　　　　　　　　　　　【健康課】険基盤安定

負担金

①低所得者介護保険料軽減負担金13低所得者介 △102                     △102
　　　　　　　　　　　　　【健康課】護保険料軽

減負担金

⑭社会保障・税番号制度システム整備費補助金1総務費補助 1,191                     1,191
　　　　　　　　　　　　　【総務課】金

⑥子ども・子育て支援交付金【福祉課】6児童福祉費 2,542                     1,280
⑨児童虐待対策総合支援事業補助金補助金                     1,262
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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委託金3 4,137 △19 4,118

総務費委託金1 215 △19 196

県支出金15 483,053 △2,495 480,558

県負担金1 237,541 △1,534 236,007

民生費県負担金1 237,541 △1,534 236,007

県補助金2 197,843 2,745 200,588

総務費県補助金1 10,875 △102 10,773

民生費県補助金2 54,472 1,192 55,664

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １４ 国庫支出金

-16-14-03-01 総務費委託金



①自衛官募集事務委託金　　【町民生活課】1総務管理費 1                         1
委託金

④中長期在留者住居地届出等事務委託金2戸籍住民基 △20                      △20
　　　　　　　　　　　　　【町民生活課】本台帳費委

託金

①国民健康保険基盤安定負担金5国民健康保 △913                     △913
　　　　　　　　　　　　　【健康課】険基盤安定

負担金

①後期高齢者医療保険基盤安定負担金12後期高齢者 △570                     △570
　　　　　　　　　　　　　【健康課】医療保険基

盤安定負担
金

①低所得者介護保険料軽減負担金15低所得者介 △51                      △51
　　　　　　　　　　　　　【健康課】護保険料軽

減負担金

②消費者行政活性化事業補助金1総務費補助 △102                     △133
　　　　　　　　　　　　　【町民生活課】金
⑧バス運行維持対策費補助金【企画財政課】                       31

㉕少子化対策支援事業補助金【福祉課】4児童福祉費 1,192                      △88
㉖子ども・子育て支援交付金【福祉課】補助金                     1,280

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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農林水産業費県補助金4 125,560 △2,013 123,547

教育費県補助金8 4,159 3,668 7,827

委託金3 47,669 △3,706 43,963

総務費委託金1 40,900 △37 40,863

教育費委託金6 4,986 △3,669 1,317

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １５ 県支出金

-18-15-02-04 農林水産業費県補助金



①農業委員会費補助金　　　【農業委員会事務局】1農業費補助 △2,013                       433
②農地集積・集約化対策事業補助金金                     3,200
　　　　　　　　　　　　　【農林振興課】
③農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金                      △7
　　　　　　　　　　　　　【農林振興課】
④園芸特産重点強化整備事業費補助金                    △292
　　　　　　　　　　　　　【農林振興課】
⑧環境保全型農業直接支払補助金                      523
　　　　　　　　　　　　　【農林振興課】
⑱人･農地問題解決推進事業補助金                     △18
　　　　　　　　　　　　　【農林振興課】
⑲青年就農給付金　　　　　【農林振興課】                  △1,861
㉓多面的機能支払交付金　　【農林振興課】                  △1,357
㉔農業経営力向上支援事業補助金                    △400
　　　　　　　　　　　　　【農林振興課】
㉕農地耕作条件改善事業交付金                   △1,565
　　　　　　　　　　　　　【農林振興課】
㉗経営体育成支援事業補助金【農林振興課】                    △669

④学び支援コーディネーター等配置事業補助金1小中学校費 1,813                     1,813
　　　　　　　　　　　　　【教育総務課】補助金

⑪協働教育プラットホーム事業補助金3社会教育費 1,855                       526
　　　　　　　　　　　　　【生涯学習課】補助金
⑫宮城県放課後子ども教室推進事業補助金                    1,329
　　　　　　　　　　　　　【生涯学習課】

⑧人権啓発活動費委託金　　【町民生活課】1総務管理費 △34                      △34
委託金

①人口動態調査　　　　　　【町民生活課】3統計調査費 △3                       △3
委託金

⑥学び支援コーディネーター等配置事業委託金1教育費委託 △1,814                   △1,814
　　　　　　　　　　　　　【教育総務課】金

⑥協働教育プラットフォーム事業委託金2社会教育費 △1,855                     △526
　　　　　　　　　　　　　【生涯学習課】委託金
⑦宮城県放課後子ども教室推進事業委託金                  △1,329
　　　　　　　　　　　　　【生涯学習課】

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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財産収入16 44,461 14,156 58,617

財産運用収入1 14,881 14,156 29,037

財産貸付収入1 14,030 61 14,091

利子及び配当金2 851 14,095 14,946

寄附金17 14,155 △616 13,539

寄附金1 14,155 △616 13,539

一般寄附金1 9,600 △520 9,080

指定寄附金2 4,555 △96 4,459

繰入金18 303,178 100,199 403,377

特別会計繰入金1 14,365 1,354 15,719

宅地造成事業特別会計5 5,341 1,354 6,695
繰入金

基金繰入金2 288,813 98,845 387,658

財政調整基金繰入金1 126,000 67,000 193,000

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １６ 財産収入

-20-16-01-01 財産貸付収入



②土地一時貸付料　　　　　【企画財政課】1土地貸付料 61                        61

①財政調整基金利子　　　　【企画財政課】1利子及び配 14,095                    13,777
②減債基金利子　　　　　　【企画財政課】当金                       318

①一般寄附金　　　　　　　【総務課】1一般寄附金 △520                     3,080
②ふるさと納税　　　　　　【総務課】                  △3,600

①指定寄附金　　　　　　　【総務課】1指定寄附金 △96                     △108
②教育費寄附金　　　　　　【教育総務課】                       12

①宅地造成事業特別会計繰入金1宅地造成事 1,354                     1,354
　　　　　　　　　　　　　【まちづくり推進課】業特別会計

繰入金

①財政調整基金繰入金　　　【企画財政課】1財政調整基 67,000                    67,000
金繰入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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ふるさと涌谷創生基金3 42,188 31,697 73,885
繰入金

震災復興基金繰入金12 53,791 148 53,939

諸収入20 233,041 △3,431 229,610

延滞金加算金及び過料1 150 4,300 4,450

延滞金1 150 4,300 4,450

町預金利子2 100 △74 26

町預金利子1 100 △74 26

貸付金元利収入3 119,119 △25,937 93,182

総務費貸付金元利収入1 30,000 △27,000 3,000

教育費貸付金元利収入5 10,961 1,063 12,024

雑入5 113,672 18,280 131,952

学校給食費徴収金3 58,609 △1,964 56,645

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １８ 繰入金

-22-18-02-03 ふるさと涌谷創生基金繰入金



①ふるさと涌谷創生基金繰入金1ふるさと涌 31,697                    31,697
　　　　　　　　　　　　　【企画財政課】谷創生基金

繰入金

①震災復興基金繰入金　　　【企画財政課】1震災復興基 148                       148
金繰入金

①延滞金　　　　　　　　　【税務課】1延滞金 4,300                     4,300

①預金利子　　　　　　　　【企画財政課】1預金利子 △74                      △74

①地域振興公社運転資金貸付金返還金1総務費貸付 △27,000                  △27,000
　　　　　　　　　　　　　【企画財政課】金元利収入

②未収繰越分　　　　　　　【教育総務課】1奨学資金貸 1,063                     1,063
付金元利収
入

①学校給食費徴収金　　　　【教育総務課】1給食費徴収 △1,964                   △2,111
②未収繰越分　　　　　　　【教育総務課】金                       147

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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雑入5 55,018 19,488 74,506

弁償金6 11 756 767

町債21 604,151 △18,300 585,851

町債1 604,151 △18,300 585,851

総務債1 2,700 △100 2,600

民生債2 7,200 △100 7,100

農林水産業債4 57,800 △22,400 35,400

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ２０ 諸収入

-24-20-05-05 雑入



③さくらんぼこども園給食費徴収金1雑入 17,988                     △800
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】
⑪はと麦茶頒布代　　　　　【まちづくり推進課】                  △3,300
⑮中小企業振興資金貸付保証料補給補助金返戻金                      678
　　　　　　　　　　　　　【まちづくり推進課】
⑱宮城県市町村振興協会市町村交付金                    △460
　　　　　　　　　　　　　【企画財政課】
⑲高齢者生活支援ハウス利用料                       414
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】
㉕広告掲載料　　　　　　　【企画財政課】                       51
㉖町村職員研修受講助成金　【総務課】                      382
㉗文化財関係等書籍頒布代　【生涯学習課】                      185
㉝教育施設公衆電話使用料　【教育総務課】                     △40
㊴体育施設広告掲載料　　　【生涯学習課】                      △1
㊷前年度後期高齢者医療市町村負担金返還金                   20,879
　　　　　　　　　　　　　【健康課】

㉑低所得者介護保険料軽減負担金精算交付金3過年度収入 1,500                        12
　　　　　　　　　　　　　【健康課】
㉒過年度受託工事負担金　　【建設課】                    1,488

①原子力発電所事故賠償金　【総務課】1弁償金 756                       756

①地域活性化事業債　　　　【企画財政課】3地域活性化 △100                     △100
事業債

②児童福祉施設整備事業債　【企画財政課】1社会福祉施 △100                     △100
設整備事業
債

②農業生産基盤整備事業債　【企画財政課】2農業基盤整 △22,400                  △22,400
備事業債

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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土木債6 84,400 △7,700 76,700

教育債8 63,500 △6,000 57,500

減収補填債12 0 18,000 18,000

計 7,251,791 120,923 7,372,714

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ２１ 町債

-26-21-01-06 土木債



①地方道路等整備事業債　　【企画財政課】1道路橋りょ △7,100                   △7,000
⑥緊急防災・減災事業債　　【企画財政課】う整備事業                     △100

債

③公共施設等適正管理推進事業債3公営住宅整 △600                     △600
　　　　　　　　　　　　　【企画財政課】備事業債

③小学校施設整備事業債　　【企画財政課】2学校教育施 △2,100                   △2,100
設等整備事
業債

①公共施設等適正管理推進事業債3公共施設等 △3,900                   △3,900
　　　　　　　　　　　　　【企画財政課】適正管理推

進事業債

①減収補填債　　　　　　　【企画財政課】1減収補填債 18,000                    18,000

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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1議会費 101,982 △896 101,086

議会費1 101,982 △896 101,086

1議会費 101,982 △896 101,086

9,026△1001,0332総務費 1,119,140 3,685 1,122,825

9,026△1001,090総務管理費1 927,039 3,641 930,680

3821一般管理費 340,229 △2,402 337,827

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 議会費

-28-01-01-01 議会費



△896

△896

△896 3職員手当等 △126               △126　１職員人件費
【０１－０１－０１－０１　総務課】

              △126　　３職員手当等
9旅費 △240                △90　　　⑥時間外手当

               △36　　　⑪勤勉手当

10交際費 20               △770　２議会管理運営経費
【０１－０１－０１－０２　議会事務局】

              △240　　９旅費
11需用費 △250               △240　　　②普通旅費

                 20　１０交際費

                 20　　　①交際費
13委託料 △300 　　　　議長交際費

              △250　１１需用費

              △250　　　④印刷製本費

              △300　１３委託料

              △300　　　①委託料
　　　　会議録調製業務委託料

△6,274

△6,375

△2,784 3職員手当等 △953               △953　１職員人件費
【０２－０１－０１－０１　総務課】

              △953　　３職員手当等
9旅費 △150               △356　　　⑥時間外手当

              △597　　　⑪勤勉手当

13委託料 △1,300             △1,300　２一般管理経費
【０２－０１－０１－０２　総務課】

            △1,300　１３委託料
19負担金補助 1             △1,300　　　①委託料

及び交付金 　　　　ふるさと納税事務委託料

              △149　３職員研修経費
【０２－０１－０１－０３　総務課】

              △150　　９旅費

              △150　　　②普通旅費

                  1　１９負担金補助及び交付金

                  1　　　③その他負担金
　　　　研修会等負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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5112文書広報費 3,638 0 3,638

4財産管理費 57,037 300 57,337

1,2225企画費 228,879 △3,513 225,366

7自治振興費 37,849 19 37,868

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

-30-02-01-02 文書広報費



△52

300 11需用費 300                 300　２庁舎管理経費
【０２－０１－０４－０２　総務課】

                300　１１需用費

                300　　　③燃料費

△4,735 4共済費 △321               △110　１企画調整経費
【０２－０１－０５－０１　企画財政課】

              △110　　９旅費
7賃金 △2,400               △110　　　②普通旅費

                483　４情報化推進経費
9旅費 △110 【０２－０１－０５－０４　総務課】

              △103　１２役務費

              △103　　　②手数料
11需用費 133 　　　　番号制度統合宛名ｼｽﾃﾑ保守管理手数料

              1,091　１３委託料

              1,091　　　①委託料
12役務費 △103 　　　　住民情報ｼｽﾃﾑ改修業務委託料

              △320　１４使用料及び賃借料

              △320　　　①使用料及び賃借料
13委託料 1,091 　　　　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾊﾞﾘｰｽ料

              △185　１９負担金補助及び交付金

              △185　　　③その他負担金
14使用料及び △1,618 　　　　番号制度中間ｻｰﾊﾞ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ利用負担金

賃借料

            △3,886　９地域おこし協力隊事業費
【０２－０１－０５－０９　企画財政課】

19負担金補助 △185               △321　　４共済費
及び交付金               △321　　　③社会保険料

            △2,400　　７賃金

            △2,400　　　④嘱託賃金
　　　　地域おこし協力隊賃金

                133　１１需用費

                133　　　②消耗品費

            △1,298　１４使用料及び賃借料

            △1,298　　　①使用料及び賃借料

              △291　　　　ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料

              △900　　　　住宅賃借料

              △107　　　　公用車ﾘｰｽ料

19 1報酬 19                  19　１行政区長関係経費
【０２－０１－０７－０１　町民生活課】

                 19　　１報酬

                 19　　　③非常勤職員報酬
　　　　行政区長報酬

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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8交通安全対策費 12,087 △35 12,052

9職員厚生費 2,033 △274 1,759

△5,50210コミュニティ事業 20,481 △4,011 16,470
費

13,77712財政調整基金費 138,500 13,777 152,277

31813減債基金費 53,720 318 54,038

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

-32-02-01-08 交通安全対策費



△35 4共済費 26                △35　１交通安全対策経費
【０２－０１－０８－０１　総務課】

                 26　　４共済費
19負担金補助 △61                  26　　　③社会保険料

及び交付金                △61　１９負担金補助及び交付金

               △61　　　④補助交付金

                △5　　　　高齢運転免許取得者教育支援補助金

               △56　　　　交通安全指導隊共済会補助金

△27413委託料 △274               △274　１職員福利厚生経費
【０２－０１－０９－０１　総務課】

              △274　１３委託料

              △274　　　①委託料
　　　　職員健診委託料

1,491 13委託料 △1,400             △4,011　１コミュニティ事業経費
【０２－０１－１０－０１　まちづくり推進課】

            △1,400　１３委託料

            △1,400　　　①委託料
16原材料費 △210             △1,270　　　　はと麦茶製造委託料

              △130　　　　はと麦焙煎委託料

              △210　１６原材料費
19負担金補助 △2,401               △210　　　①原材料費

及び交付金 　　　　ほと麦購入費

            △2,401　１９負担金補助及び交付金

            △2,401　　　④補助交付金

               △51　　　　かがやく協働まちづくり補助金

              △200　　　　地域づくり活性化事業補助金

              △230　　　　住宅取得等補助金

            △1,920　　　　結婚新生活支援事業補助金

025積立金 13,777              13,777　１基金管理経費
【０２－０１－１２－０１　企画財政課】

             13,777　２５積立金

             13,777　　　①積立金
　　　　財政調整基金積立金

025積立金 318                 318　１基金管理経費
【０２－０１－１３－０１　企画財政課】

                318　２５積立金

                318　　　①積立金
　　　　減債基金積立金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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△10014諸費 20,944 △364 20,580

△13315消費者対策費 1,339 △174 1,165

徴税費2 117,057 224 117,281

1税務総務費 85,139 224 85,363

△57戸籍住民基本台帳費3 57,317 △180 57,137

△571戸籍住民基本台帳 57,317 △180 57,137
費

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

-34-02-01-14 諸費



△26411需用費 △74               △364　３町葬経費
【０２－０１－１４－０３　企画財政課】

               △74　１１需用費
12役務費 △38                 △6　　　①食糧費

               △47　　　②消耗品費

               △21　　　④印刷製本費
14使用料及び △252                △38　１２役務費

賃借料                △15　　　①通信運搬費

               △23　　　④広告料

              △252　１４使用料及び賃借料

              △252　　　①使用料及び賃借料
　　　　祭壇等借上料

△41 9旅費 △41               △174　１消費者対策経費
【０２－０１－１５－０１　町民生活課】

               △41　　９旅費
11需用費 △108                △41　　　②普通旅費

              △108　１１需用費

              △108　　　②消耗品費
18備品購入費 △25                △25　１８備品購入費

               △25　　　①備品購入費
　　　　管理用備品購入費

224

224 3職員手当等 224                 224　１職員人件費
【０２－０２－０１－０１　総務課】

                224　　３職員手当等

                 44　　　④住居手当

                300　　　⑥時間外手当

              △128　　　⑪勤勉手当

                  8　　　⑫寒冷地手当

△123

△123 3職員手当等 △419               △147　１職員人件費
【０２－０３－０１－０１　総務課】

              △419　　３職員手当等

              △320　　　⑥時間外手当
4共済費 272                △99　　　⑪勤勉手当

                272　　４共済費

                272　　　②職員共済組合負担金
11需用費 △33

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-35-



統計調査費5 589 0 589

2統計調査費 524 0 524

△87△1001,9953民生費 1,909,861 △10,617 1,899,244

426△1,505社会福祉費1 1,244,899 △5,765 1,239,134

△7821社会福祉総務費 310,975 △2,316 308,659

426△7233老人福祉費 546,548 △3,447 543,101

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

-36-02-03-01 戸籍住民基本台帳費



               △33　３人権啓発経費
【０２－０３－０１－０３　町民生活課】

               △33　１１需用費

               △33　　　②消耗品費

0

0 1報酬 1                   0１０住宅・土地統計調査
【０２－０５－０２－１０　企画財政課】

                  1　　１報酬
11需用費 △1                   1　　　③非常勤職員報酬

　　　　調査員報酬

                △1　１１需用費

                △1　　　②消耗品費

△12,425

△4,686

△1,534 3職員手当等 △89                △89　１職員人件費
【０３－０１－０１－０１　総務課】

               △89　　３職員手当等
28繰出金 △2,227                 205　　　⑥時間外手当

              △332　　　⑪勤勉手当

                 38　　　⑫寒冷地手当

            △2,227　３国民健康保険対策経費
【０３－０１－０１－０３　健康課】

            △2,227　２８繰出金

            △2,227　　　①繰出金

            △1,040　　　　国民健康保険基盤安定繰出金

            △1,014　　　　国民健康保険財政安定化支援事業繰出金

              △297　　　　国民健康保険職員給与費等繰出金

                124　　　　健康管理ｾﾝﾀｰ運営費等繰出金

△3,150 19負担金補助 243             △2,795　５介護保険対策経費
及び交付金 【０３－０１－０３－０５　健康課】

            △2,795　２８繰出金

            △2,795　　　①繰出金
28繰出金 △3,690                   4　　　　介護保険介護給付費繰出金

               △22　　　　介護保険職員給与費等繰出金

                  3　　　　介護保険事務費繰出金

            △2,580　　　　介護保険その他地域支援事業繰出金

              △200　　　　介護保険低所得者保険料軽減繰出金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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4障害者福祉費 386,917 △2 386,915

△513△1003,500児童福祉費2 664,346 △4,852 659,494

6381児童福祉総務費 439,135 3,539 442,674

290△1002,8624児童館費 69,141 △817 68,324

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

-38-03-01-03 老人福祉費



                243　６介護サービス事業費
【０３－０１－０３－０６　総務管理課】

                243　１９負担金補助及び交付金

                243　　　③その他負担金
　　　　老人保健施設事業会計負担金

              △895　７後期高齢者医療対策経費
【０３－０１－０３－０７　健康課】

              △895　２８繰出金

              △895　　　①繰出金

              △760　　　　後期高齢者医療保険基盤安定繰出金

              △135　　　　後期高齢者医療保険事務費繰出金

△213委託料 540                 △2　６障害者自立支援費
【０３－０１－０４－０６　福祉課】

                540　１３委託料
19負担金補助 △542                 540　　　①委託料

及び交付金 　　　　自立支援ｼｽﾃﾑ改修業務委託料

              △542　１９負担金補助及び交付金

              △542　　　④補助交付金
　　　　障害者拠点施設整備事業補助金

△7,739

2,901 13委託料 3,539               3,539　４保育委託経費
【０３－０２－０１－０４　福祉課】

              3,539　１３委託料

              3,539　　　①委託料
　　　　保育委託料

△3,869 3職員手当等 △24                △24　１職員人件費
【０３－０２－０４－０１　総務課】

               △24　　３職員手当等
11需用費 △418                △24　　　⑪勤勉手当

              △545　２児童館運営事業経費
13委託料 △127 【０３－０２－０４－０２　福祉課】

              △418　１１需用費

              △418　　　⑤光熱水費
15工事請負費 △248               △127　１３委託料

              △127　　　①委託料

               △61　　　　機械警備委託料

               △66　　　　し尿浄化槽維持管理清掃業務委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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△8036保育所費 151,669 △7,574 144,095

13,0743224衛生費 948,152 169,771 1,117,923

322保健衛生費1 217,276 △2,951 214,325

3221保健衛生総務費 124,451 △163 124,288

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

-40-03-02-04 児童館費



              △248　３児童館施設整備費
【０３－０２－０４－０３　福祉課】

              △248　１５工事請負費

              △248　　　①工事請負費
　　　　八雲児童館床改修工事

△6,771 3職員手当等 △272               △272　１職員人件費
【０３－０２－０６－０１　総務課】

              △272　　３職員手当等
4共済費 △112                  82　　　④住居手当

              △170　　　⑥時間外手当

              △184　　　⑪勤勉手当
7賃金 △5,000

            △7,302　３こども園経費
【０３－０２－０６－０３　福祉課】

11需用費 △2,650               △112　　４共済費

              △112　　　⑤雇用保険料

            △5,000　　７賃金
12役務費 △190             △5,000　　　②臨時事務職員賃金

　　　　臨時保育士等賃金

            △2,650　１１需用費
18備品購入費 656               △150　　　⑤光熱水費

            △2,500　　　⑦賄材料費

              △190　１２役務費
19負担金補助 △6               △190　　　②手数料

及び交付金                △60　　　　腸内細菌検査手数料

               △77　　　　草刈機保守点検手数料

               △31　　　　公用車点検手数料

               △22　　　　ｽﾄｰﾌﾞ点検手数料

                656　１８備品購入費

                656　　　①備品購入費
　　　　保育用備品購入費

                △6　１９負担金補助及び交付金

                △6　　　③その他負担金
　　　　日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ負担金

156,375

△3,273

△485 3職員手当等 △163               △163　１職員人件費
【０４－０１－０１－０１　総務課】

              △163　　３職員手当等

              △163　　　⑪勤勉手当

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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2予防費 38,569 △543 38,026

4疾病予防対策事業 33,864 △2,245 31,619
費

清掃費2 371,584 △162 371,422

1塵芥処理費 233,423 △162 233,261

13,074医療福祉センター費4 359,111 172,884 531,995

1医療福祉センター 32,192 1,302 33,494
費

13,0743病院費 308,302 171,582 479,884

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

-42-04-01-02 予防費



△54313委託料 △543               △543　２結核予防経費
【０４－０１－０２－０２　健康課】

              △543　１３委託料

              △543　　　①委託料
　　　　結核検診等委託料

△2,245 13委託料 △2,245             △2,245　１疾病予防対策事業経費
【０４－０１－０４－０１　健康課】

            △2,245　１３委託料

            △2,245　　　①委託料
　　　　各種検診委託料

△162

△16213委託料 △162               △162　１塵芥処理経費
【０４－０２－０１－０１　町民生活課】

              △162　１３委託料

              △162　　　①委託料
　　　　町内一斉清掃汚泥等処理業務委託料

159,810

1,302 11需用費 1,302               1,302　２医療福祉センター管理経費
【０４－０４－０１－０２　総務管理課】

              1,302　１１需用費

                955　　　③燃料費

                279　　　⑤光熱水費

                 68　　　⑥修繕料

158,508 19負担金補助 91,537             171,582　１病院対策経費
及び交付金 【０４－０４－０３－０１　総務管理課】

             91,537　１９負担金補助及び交付金

             91,537　　　③その他負担金
24投資及び出 80,045 　　　　病院事業会計負担金

資金              80,045　２４投資及び出資金

             80,045　　　①投資及び出資金
　　　　病院事業会計出資金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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8,938△22,400△2,0136農林水産業費 519,132 △30,048 489,084

8,938△22,400△2,013農業費1 518,977 △30,048 488,929

1051農業委員会費 14,033 △713 13,320

3282農業総務費 95,077 △514 94,563

4,691△2993農業振興費 11,735 △2,242 9,493

4畜産業費 7,857 △35 7,822

4,200△22,400△2,9225農地費 204,213 △27,102 177,111

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

-44-06-01-01 農業委員会費



△14,573

△14,573

△818 9旅費 △713               △713　１委員会運営経費
【０６－０１－０１－０１　農業委員会事務局】

              △713　　９旅費

              △713　　　②普通旅費

△842 3職員手当等 △514               △514　１職員人件費
【０６－０１－０２－０１　総務課】

              △514　　３職員手当等

              △320　　　⑥時間外手当

              △194　　　⑪勤勉手当

△6,634 9旅費 △219             △2,242　１農業振興対策事業費
【０６－０１－０３－０１　農林振興課】

              △219　　９旅費
19負担金補助 △2,023               △219　　　②普通旅費

及び交付金             △2,023　１９負担金補助及び交付金

               △50　　　③その他負担金
　　　　大崎地域世界農業遺産推進協議会負担金

            △1,973　　　④補助交付金

               △14　　　　農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金

              △584　　　　園芸特産重点強化整備事業費補助金

              △300　　　　六次産業化推進事業補助金

               △23　　　　稲作再生産準備資金貸付利子補給補助金

            △1,052　　　　かわさき市民祭り実行委員会補助金

△3519負担金補助 △35                △35　１畜産振興事業費
及び交付金 【０６－０１－０４－０１　農林振興課】

               △35　１９負担金補助及び交付金

               △35　　　③その他負担金
　　　　全国和牛能力共進会宮城大会出品技術研修会
　　　　負担金

△5,980 11需用費 3                   0　１農地事務経費
【０６－０１－０５－０１　農林振興課】

                  3　１１需用費
13委託料 △3,279                   3　　　②消耗品費

                △3　１４使用料及び賃借料

                △3　　　①使用料及び賃借料
14使用料及び △3 　　　　ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料

賃借料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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478農村環境改善セン 13,393 0 13,393
ター費

14農村地域定住促進 1,714 △236 1,478
対策事業費

15農村整備事業費 114,327 △219 114,108

77517水田農業構造改革 52,774 1,013 53,787
対策事業費

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

-46-06-01-05 農地費



19負担金補助 △23,823             △9,380　２農地整備事業経費
及び交付金 【０６－０１－０５－０２　農林振興課】

            △3,279　１３委託料

            △3,279　　　①委託料

              △386　　　　出来川左岸下流地区経営体育成促進換地等調
　　　　整業務委託料

            △2,743　　　　出来川左岸下流地区ほ場整備地形図作成業務
　　　　委託料

              △150　　　　出来川左岸上流地区公共用地編入資料作成業
　　　　務委託料

            △6,101　１９負担金補助及び交付金

            △4,293　　　①国県負担金

            △2,648　　　　県営ほ場整備事業負担金

            △1,645　　　　県営ほ場整備調査事業負担金

            △1,808　　　④補助交付金
　　　　多面的機能支払交付金

           △17,722　３農業用排水路整備事業費
【０６－０１－０５－０３　農林振興課】

           △17,722　１９負担金補助及び交付金

           △17,846　　　①国県負担金

           △17,842　　　　基幹水利施設管理事業負担金

                △4　　　　岩堂沢･二ﾂ石ﾀﾞﾑ地区基幹水利負担金

                124　　　④補助交付金
　　　　用排水施設整備事業補助金

△47

△23615工事請負費 △236               △236　２石仏広場管理経費
【０６－０１－１４－０２　農林振興課】

              △236　１５工事請負費

              △236　　　①工事請負費
　　　　ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場柱修繕工事

△21928繰出金 △219               △219　２農業集落排水事業費
【０６－０１－１５－０２　上下水道課】

              △219　２８繰出金

              △219　　　①繰出金
　　　　農業集落排水事業特別会計繰出金

238 8報償費 △5               1,013　１水田農業構造改革対策事業経費
【０６－０１－１７－０１　農林振興課】

                △5　　８報償費

                △5　　　①報償金
19負担金補助 1,018 　　　　人･農地ﾌﾟﾗﾝ検討委員謝礼

及び交付金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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2,5987商工費 147,609 1,949 149,558

2,598商工費1 147,609 1,949 149,558

1商工総務費 21,977 △121 21,856

2,5982商工業振興費 103,950 2,070 106,020

1,844△7,7008土木費 534,652 △6,350 528,302

土木管理費1 54,809 △174 54,635

1土木総務費 54,809 △174 54,635

1,952△7,100道路橋りょう費2 181,258 △4,007 177,251

1道路橋りょう総務 6,349 △117 6,232
費

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

-48-06-01-17 水田農業構造改革対策事業費



              1,018　１９負担金補助及び交付金

              1,018　　　④補助交付金

                747　　　　環境保全型農業直接支援対策交付金

            △1,860　　　　農業次世代人材投資事業交付金

              3,200　　　　農地集積･集約化対策事業補助金

              △400　　　　農業経営力向上支援事業補助金

              △669　　　　経営体育成支援事業補助金

△649

△649

△121 3職員手当等 △121               △121　１職員人件費
【０７－０１－０１－０１　総務課】

              △121　　３職員手当等

                 20　　　⑥時間外手当

              △141　　　⑪勤勉手当

△52819負担金補助 2,070               2,070　１商工業振興対策経費
及び交付金 【０７－０１－０２－０１　まちづくり推進課】

              2,070　１９負担金補助及び交付金

              2,070　　　④補助交付金

              1,772　　　　中小企業振興資金貸付保証料補給補助金

                298　　　　中小企業振興資金貸付利子補給補助金

△494

△174

△174 3職員手当等 △174               △174　１職員人件費
【０８－０１－０１－０１　総務課】

              △174　　３職員手当等

              △174　　　⑪勤勉手当

1,141

△11713委託料 △117               △117　３道路台帳整備事業費
【０８－０２－０１－０３　建設課】

              △117　１３委託料

              △117　　　①委託料
　　　　道路台帳更新業務委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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△1,5002道路維持費 57,581 269 57,850

1,952△5,6003道路新設改良費 117,328 △4,159 113,169

都市計画費3 273,403 △1,258 272,145

4下水道建設費 262,999 △1,258 261,741

△108△600住宅費4 25,182 △911 24,271

△108△6001住宅管理費 25,132 △911 24,221

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 土木費

-50-08-02-02 道路維持費



1,769 14使用料及び 1,000               △731　１道路維持補修事業費
賃借料 【０８－０２－０２－０１　建設課】

              △731　１５工事請負費

              △731　　　①工事請負費
15工事請負費 △731 　　　　町道維持補修工事

              1,000　２除雪経費
【０８－０２－０２－０２　建設課】

              1,000　１４使用料及び賃借料

              1,000　　　①使用料及び賃借料
　　　　除雪機借上料

△51113委託料 △1,851             △4,159　１道路新設改良事業費
【０８－０２－０３－０１　建設課】

            △1,851　１３委託料
15工事請負費 △2,308             △1,851　　　①委託料

                 56　　　　(交付金)橋りょう点検業務委託料

            △3,860　　　　道路改良実施設計業務委託料

              1,953　　　　道路改良概略設計業務委託料

            △2,308　１５工事請負費

            △2,308　　　①工事請負費
　　　　道路改良工事

△1,258

△1,258 28繰出金 △1,258             △1,258　１下水道建設事業費
【０８－０３－０４－０１　上下水道課】

            △1,258　２８繰出金

            △1,258　　　①繰出金
　　　　公共下水道事業特別会計繰出金

△203

△20315工事請負費 △911               △911　１公営住宅管理経費
【０８－０４－０１－０１　建設課】

              △911　１５工事請負費

              △911　　　①工事請負費

              △803　　　　沢住宅解体工事

              △108　　　　集会所前広場遊具等設置工事

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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10,2009消防費 303,046 △287 302,759

10,200消防費1 303,046 △287 302,759

10,2001常備消防費 252,401 0 252,401

2非常備消防費 32,278 △300 31,978

3消防施設費 11,126 13 11,139

6,2971,800△8910教育費 793,897 △9,793 784,104

△1教育総務費1 182,914 △4,615 178,299

△12事務局費 180,447 △4,615 175,832

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ９ 消防費

-52-09-01-01 常備消防費



△10,487

△10,487

△10,200

△300 9旅費 △200               △300　１非常備消防経費
【０９－０１－０２－０１　総務課】

              △200　　９旅費
11需用費 △100               △200　　　②普通旅費

              △100　１１需用費

              △100　　　③燃料費

1319負担金補助 13                  13　１消防施設維持管理経費
及び交付金 【０９－０１－０３－０１　総務課】

                 13　１９負担金補助及び交付金

                 13　　　①国県負担金
　　　　電波利用負担金

△17,801

△4,614

△4,614 2給料 △237               △500　１職員人件費
【１０－０１－０２－０１　教育総務課】

              △237　　２給料
3職員手当等 △263               △237　　　①特別職給

              △263　　３職員手当等

              △263　　　⑪勤勉手当
8報償費 △114

                △6　２事務局経費
【１０－０１－０２－０２　教育総務課】

11需用費 △508               △114　　８報償費

              △114　　　②記念品

               △59　１９負担金補助及び交付金
13委託料 △193                △59　　　③その他負担金

               △13　　　　日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ負担金

                △4　　　　安全運転管理者講習会負担金
19負担金補助 △59                △42　　　　学校加入団体負担金

及び交付金                 167　２０扶助費

                167　　　①扶助費
　　　　要保護･準要保護就学援助費

20扶助費 167

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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1,200小学校費2 93,230 △2,823 90,407

1,2001小学校管理費 61,959 △3,290 58,669

2小学校教育振興費 31,271 467 31,738

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

-54-10-01-02 事務局費



21貸付金 △3,408             △3,408　３奨学資金貸付事業経費
【１０－０１－０２－０３　教育総務課】

            △3,408　２１貸付金

            △3,408　　　①貸付金
　　　　奨学資金貸付金

              △701　４遠距離通学対策経費
【１０－０１－０２－０４　教育総務課】

              △508　１１需用費

              △508　　　③燃料費

              △193　１３委託料

              △193　　　①委託料
　　　　ｽｸｰﾙﾊﾞｽ運行業務委託料

△4,023

△4,490 3職員手当等 △412               △412　１職員人件費
【１０－０２－０１－０１　教育総務課】

              △412　　３職員手当等
7賃金 △526               △377　　　⑥時間外手当

               △35　　　⑪勤勉手当

11需用費 232               △294　２小学校管理経費
【１０－０２－０１－０２　教育総務課】

              △526　　７賃金
15工事請負費 △2,584               △526　　　②臨時事務職員賃金

　　　　特別支援補助員賃金

                232　１１需用費

                232　　　⑥修繕料

            △2,584　３小学校施設整備費
【１０－０２－０１－０３　教育総務課】

            △2,584　１５工事請負費

            △2,584　　　①工事請負費

               △84　　　　月将館小ﾌﾟｰﾙろ過装置移設工事

            △2,500　　　　箟岳白山小外構整備工事

46711需用費 467                 467　１小学校教育振興経費
【１０－０２－０２－０１　教育総務課】

                467　１１需用費

                467　　　③燃料費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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169中学校費3 36,471 △31 36,440

1中学校管理費 15,655 △47 15,608

1692中学校教育振興費 20,816 16 20,832

幼稚園費4 154,580 △5,856 148,724

1幼稚園管理費 154,580 △5,856 148,724

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

-56-10-03-01 中学校管理費



△200

△47 3職員手当等 △47                △47　１職員人件費
【１０－０３－０１－０１　教育総務課】

               △47　　３職員手当等

               △38　　　⑥時間外手当

                △9　　　⑪勤勉手当

△15311需用費 259                  16　１中学校教育振興経費
【１０－０３－０２－０１　教育総務課】

                259　１１需用費
13委託料 △400                 259　　　③燃料費

              △400　１３委託料

              △400　　　①委託料
18備品購入費 157 　　　　健診委託料

                157　１８備品購入費

                157　　　①備品購入費
　　　　部活動用備品購入費

△5,856

△5,856 2給料 △607               △801　１職員人件費
【１０－０４－０１－０１　教育総務課】

              △607　　２給料
3職員手当等 △319               △607　　　②一般職給

              △319　　３職員手当等

              △132　　　⑥時間外手当
4共済費 125               △187　　　⑪勤勉手当

                125　　４共済費

                125　　　②職員共済組合負担金
7賃金 △4,262

            △1,962　２幼稚園管理経費
【１０－０４－０１－０２　教育総務課】

11需用費 229             △1,102　　７賃金

            △1,102　　　②臨時事務職員賃金
　　　　臨時教諭賃金

13委託料 △1,089                 229　１１需用費

                 67　　　③燃料費

                162　　　⑤光熱水費
15工事請負費 67             △1,089　１３委託料

            △1,089　　　①委託料
　　　　教諭派遣委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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8,108600△88社会教育費5 154,346 6,075 160,421

1社会教育総務費 57,944 △115 57,829

4,988600△882公民館費 84,749 175 84,924

3,1853文化財保護費 4,992 6,015 11,007

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

-58-10-04-01 幼稚園管理費



            △3,093　４預かり保育事業経費
【１０－０４－０１－０４　教育総務課】

            △3,160　　７賃金

            △3,160　　　②臨時事務職員賃金
　　　　臨時教諭賃金

                 67　１５工事請負費

                 67　　　①工事請負費
　　　　涌谷南幼稚園給湯器設置工事

△2,545

△115 3職員手当等 △115               △115　１職員人件費
【１０－０５－０１－０１　教育総務課】

              △115　　３職員手当等

                 18　　　④住居手当

                 22　　　⑤通勤手当

              △155　　　⑪勤勉手当

△5,325 2給料 73                  23　１職員人件費
【１０－０５－０２－０１　教育総務課】

                 73　　２給料
3職員手当等 △50                  73　　　②一般職給

               △50　　３職員手当等

               △50　　　⑥時間外手当
11需用費 400

              △248　２公民館運営経費
【１０－０５－０２－０２　生涯学習課】

13委託料 △248               △248　１３委託料

              △248　　　①委託料

              △174　　　　婚活事業委託料

               △74　　　　窓清掃業務委託料

                400　３図書室整備事業費
【１０－０５－０２－０３　生涯学習課】

                400　１１需用費

                400　　　②消耗品費

2,830 11需用費 10                   5　１文化財保護経費
【１０－０５－０３－０１　生涯学習課】

                  5　１２役務費
12役務費 5                   5　　　①通信運搬費

                 10　２歴史公園管理経費
25積立金 6,000 【１０－０５－０３－０２　生涯学習課】

                 10　１１需用費

                 10　　　⑤光熱水費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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△504史料館費 2,358 0 2,358

△156くがね創庫費 4,303 0 4,303

△1,980保健体育費6 172,356 △2,543 169,813

1保健体育総務費 14,657 △10 14,647

△1,9642給食センター運営 122,770 △1,842 120,928
費

△163体育施設費 34,929 △691 34,238

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

-60-10-05-03 文化財保護費



              6,000　３歴史文化基金管理経費
【１０－０５－０３－０３　生涯学習課】

              6,000　２５積立金

              6,000　　　①積立金
　　　　歴史文化基金積立金

50

15

△563

△10 3職員手当等 △10                △10　１職員人件費
【１０－０６－０１－０１　教育総務課】

               △10　　３職員手当等

               △10　　　⑪勤勉手当

122 3職員手当等 △9                 △9　１職員人件費
【１０－０６－０２－０１　教育総務課】

                △9　　３職員手当等

                △9　　　⑪勤勉手当
11需用費 △1,833

            △1,833　２給食センター運営経費
【１０－０６－０２－０２　教育総務課】

            △1,833　１１需用費

                278　　　③燃料費

            △2,111　　　⑦賄材料費

△67513委託料 △691               △691　１体育施設管理経費
【１０－０６－０３－０１　生涯学習課】

              △691　１３委託料

              △691　　　①委託料
　　　　B&G体育館耐震診断業務委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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14予備費 10,146 3,509 13,655

予備費1 10,146 3,509 13,655

1予備費 10,146 3,509 13,655

41,690△18,3001,2487,251,791 120,923 7,372,714計

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １４ 予備費

-62-14-01-01 予備費



3,509

3,509

3,509               3,509　１予備費
【１４－０１－０１－０１　企画財政課】

              3,509　２９予備費

              3,509　　　①予備費

96,285

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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人数 期末手当 その他の 共済費 合計 備考

(人） 年間支給月 手当

7,202

(3.30月)

12,091

(3.30月)

そ の 他

特 別 職

7,202

(3.30月)

12,091

(3.30月)

そ の 他

特 別 職

そ の 他

特 別 職

退職手当負担金 児童手当 計

7,069 0 7,069

7,069 0 7,069

0 0 0

給 与 費 明 細 書

1 特別職

（１）総括 （単位：千円）

区　　　　分

給　　　　与　　　　費

報酬 給料 計

補
正
後

長 等 3 0 22,527 75 29,804 5,800 35,604

議 員 13 38,232 0 0 50,323 15,059 65,382

770 75,831 0 0 0 75,831 150 75,981

計 786 114,063 22,527 19,293 75 155,958 21,009 176,967

補
正
前

長 等 3 0 22,764 75 30,041 5,800 35,841

議 員 13 38,232 0 0 50,323 15,059 65,382

770 75,811 0 0 0 75,811 150 75,961

計 786 114,043 22,764 19,293 75 156,175 21,009 177,184

比
較

長 等 0 0 △ 237 0 0 △ 237 0 △ 237

議 員 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 0 0 0 20 0 20

計 0 20 △ 237 0 0 △ 217 0 △ 217

（２）その他　給与費明細に含まれない人件費

（単位：千円）

区分

補正後

長等

補正前

比較
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職員数

（人）

補正後 164

補正前 165

比 較 △ 1

102,591

0

区分

補正後

補正前

比較

102,591

給 与 費

552,120 286,717 838,837

13,056 14,725 8,969

扶養手当 住居手当管理職手当

1,014,824

0 △ 534 △ 3,856 △ 4,390 397

843,227

1,010,8310

0 552,654 290,573

合  　計
報　酬 給  料 職員手当 計

171,597

171,994

23,103

△ 3,993

共済費

6,076 21,775

時間外手当通勤手当

管理職員特
別勤務手当

2　一般職

（１）総括 （単位：千円）

0 144 22 △ 1,328比 較

6,054

職員手当の

宿日直手当 特殊勤務手当 期末手当区 分 寒冷地手当

9,592

勤勉手当

390補 正 後 1,017 35 128,043 82,892

内 訳

比 較 0 0

補 正 前 1,017 35

0

128,043 85,632 9,546 390

0 △ 2,740

14,725 8,82513,056

0

補 正 後

46

職員手当の

内 訳

0

区 分 地域手当

補 正 前

147

147

（２）その他　給与費明細に含まれない人件費

（単位：千円）

退職手当負担金 児童手当 計

110,566

7,975 110,566

0 0

7,975
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（３）給料及び手当の増減額の明細

区　分 増減額

給　料 △ 534
給与改定に伴う増
減分

その他の増減分 △ 534 退職による減 △ 607

その他 73

計 △ 534

職員手当 △ 3,856

その他の増減分 △ 3,856 住 居 手 当 144

通 勤 手 当 22

時 間 外 手 当 △ 1,328

勤 勉 手 当 △ 2,740

寒 冷 地 手 当 46

計 △ 3,856

（単位：千円）

備考増減事由別内訳 説明

制度改正に伴う増
減分
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