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報告第５号

平成３０年度涌谷町一般会計補正予算（第９号）

平成３０年度涌谷町の一般会計補正予算（第９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２３，９３７千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，７３３，７２０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

（地方債の補正）

第２条 地方債の補正は 「第２表 地方債補正」による。、

平成３１年３月３１日 専 決

涌谷町長 大 橋 信 夫



地方譲与税２ 107,100 △1,525 105,575

１地方揮発油譲与税 33,600 △3,117 30,483

２自動車重量譲与税 73,500 1,592 75,092

利子割交付金３ 1,659 △139 1,520

１利子割交付金 1,659 △139 1,520

配当割交付金４ 2,784 390 3,174

１配当割交付金 2,784 390 3,174

株式等譲渡所得割交付５ 1,654 1,055 2,709

金 １株式等譲渡所得割交付 1,654 1,055 2,709

金

ゴルフ場利用税交付金７ 14,500 △675 13,825

１ゴルフ場利用税交付金 14,500 △675 13,825

自動車取得税交付金８ 31,450 △76 31,374

１自動車取得税交付金 31,450 △76 31,374

地方交付税１０ 2,829,668 81,785 2,911,453

１地方交付税 2,829,668 81,785 2,911,453

交通安全対策特別交付１１ 2,000 △96 1,904

金 １交通安全対策特別交付 2,000 △96 1,904

金

分担金及び負担金１２ 37,889 △1 37,888

２負担金 37,889 △1 37,888

国庫支出金１４ 495,407 23,731 519,138

１国庫負担金 377,130 △6,624 370,506

２国庫補助金 114,542 30,177 144,719

３委託金 3,735 178 3,913

県支出金１５ 462,318 △7,635 454,683

１県負担金 232,558 △2,120 230,438

２県補助金 196,676 △5,466 191,210

３委託金 33,084 △49 33,035

財産収入１６ 18,889 1,095 19,984

１財産運用収入 18,323 1,095 19,418

寄附金１７ 8,162 40 8,202

１寄附金 8,162 40 8,202

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
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繰入金１８ 521,732 △114,815 406,917

２基金繰入金 518,039 △114,815 403,224

諸収入２０ 211,647 △1,771 209,876

５雑入 108,465 △1,771 106,694

町債２１ 952,895 △5,300 947,595

１町債 952,895 △5,300 947,595

歳　　　　入　　　　合　　　　計 7,757,657 △23,937 7,733,720

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-3-



総務費２ 936,243 30,096 966,339

１総務管理費 763,108 30,469 793,577

２徴税費 116,296 0 116,296

３戸籍住民基本台帳費 52,877 △370 52,507

５統計調査費 1,105 △3 1,102

民生費３ 2,014,596 △45,316 1,969,280

１社会福祉費 1,342,434 △24,957 1,317,477

２児童福祉費 671,546 △20,359 651,187

衛生費４ 1,210,578 1,496 1,212,074

１保健衛生費 234,929 △1,640 233,289

２清掃費 512,776 3,742 516,518

４医療福祉センター費 462,762 △606 462,156

農林水産業費６ 411,279 △3,450 407,829

１農業費 407,953 △3,450 404,503

商工費７ 166,325 △457 165,868

１商工費 166,325 △457 165,868

土木費８ 660,390 △3,767 656,623

２道路橋りょう費 202,152 △3,757 198,395

３都市計画費 388,050 △3 388,047

４住宅費 18,107 △7 18,100

消防費９ 481,719 △89 481,630

１消防費 481,719 △89 481,630

教育費１０ 1,019,643 △2,450 1,017,193

１教育総務費 179,687 △1,284 178,403

２小学校費 279,862 △17 279,845

３中学校費 118,729 △345 118,384

５社会教育費 109,881 △633 109,248

６保健体育費 154,116 △171 153,945

歳　　　　出　　　　合　　　　計 7,757,657 △23,937 7,733,720

歳　出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-4-
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第 ２ 表 地 方 債 補 正

１ 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
農 業 生 産 基 盤 公共団体 償還する。 公共団体 償還する。

80,100 又 は 金融機構 ただし、融 78,600 又 は 金融機構 ただし、融
整 備 事 業 資金及び 資条件又は 資金及び 資条件又は

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。

防犯灯設置事業 3,600 〃 〃 〃 3,400 〃 〃 〃

地 方 道 路 等
21,400 〃 〃 〃 18,000 〃 〃 〃

整 備 事 業

小規模保育事業所
900 〃 〃 〃 800 〃 〃 〃

整 備 事 業

町 道 改 修 事 業 2,700 〃 〃 〃 2,600 〃 〃 〃



地方譲与税 107,100２ △1,525 105,575

利子割交付金 1,659３ △139 1,520

配当割交付金 2,784４ 390 3,174

株式等譲渡所得割交付金 1,654５ 1,055 2,709

ゴルフ場利用税交付金 14,500７ △675 13,825

自動車取得税交付金 31,450８ △76 31,374

地方交付税 2,829,668１０ 81,785 2,911,453

交通安全対策特別交付金 2,000１１ △96 1,904

分担金及び負担金 37,889１２ △1 37,888

国庫支出金 495,407１４ 23,731 519,138

県支出金 462,318１５ △7,635 454,683

財産収入 18,889１６ 1,095 19,984

寄附金 8,162１７ 40 8,202

繰入金 521,732１８ △114,815 406,917

諸収入 211,647２０ △1,771 209,876

町債 952,895２１ △5,300 947,595

7,757,657歳　　　　入　　　　合　　　　計 △23,937 7,733,720

（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

-6- -7-

△265313△20030,248２総務費 936,243 30,096 966,339

△31,385△379△100△13,452３民生費 2,014,596 △45,316 1,969,280

5,103△3,607４衛生費 1,210,578 1,496 1,212,074

1,678△3,568△1,500△60６農林水産業費 411,279 △3,450 407,829

0△457７商工費 166,325 △457 165,868

△256△11△3,500８土木費 660,390 △3,767 656,623

3△92９消防費 481,719 △89 481,630

△1,500△402△548１０教育費 1,019,643 △2,450 1,017,193

△26,622△8,111△5,30016,096歳　　　　出　　　　合　　　　計 7,757,657 △23,937 7,733,720

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

-6- -7-



地方譲与税 107,100２ △1,525 105,575

利子割交付金 1,659３ △139 1,520

配当割交付金 2,784４ 390 3,174

株式等譲渡所得割交付金 1,654５ 1,055 2,709

ゴルフ場利用税交付金 14,500７ △675 13,825

自動車取得税交付金 31,450８ △76 31,374

地方交付税 2,829,668１０ 81,785 2,911,453

交通安全対策特別交付金 2,000１１ △96 1,904

分担金及び負担金 37,889１２ △1 37,888

国庫支出金 495,407１４ 23,731 519,138

県支出金 462,318１５ △7,635 454,683

財産収入 18,889１６ 1,095 19,984

寄附金 8,162１７ 40 8,202

繰入金 521,732１８ △114,815 406,917

諸収入 211,647２０ △1,771 209,876

町債 952,895２１ △5,300 947,595

7,757,657歳　　　　入　　　　合　　　　計 △23,937 7,733,720

（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

-6- -7-

△265313△20030,248２総務費 936,243 30,096 966,339

△31,385△379△100△13,452３民生費 2,014,596 △45,316 1,969,280

5,103△3,607４衛生費 1,210,578 1,496 1,212,074

1,678△3,568△1,500△60６農林水産業費 411,279 △3,450 407,829

0△457７商工費 166,325 △457 165,868

△256△11△3,500８土木費 660,390 △3,767 656,623

3△92９消防費 481,719 △89 481,630

△1,500△402△548１０教育費 1,019,643 △2,450 1,017,193

△26,622△8,111△5,30016,096歳　　　　出　　　　合　　　　計 7,757,657 △23,937 7,733,720

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

-6- -7-



地方譲与税2 107,100 △1,525 105,575

地方揮発油譲与税1 33,600 △3,117 30,483

地方揮発油譲与税1 33,600 △3,117 30,483

自動車重量譲与税2 73,500 1,592 75,092

自動車重量譲与税1 73,500 1,592 75,092

利子割交付金3 1,659 △139 1,520

利子割交付金1 1,659 △139 1,520

利子割交付金1 1,659 △139 1,520

配当割交付金4 2,784 390 3,174

配当割交付金1 2,784 390 3,174

配当割交付金1 2,784 390 3,174

株式等譲渡所得割交付金5 1,654 1,055 2,709

株式等譲渡所得割交付金1 1,654 1,055 2,709

株式等譲渡所得割交付1 1,654 1,055 2,709
金

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ２ 地方譲与税

-8-02-01-01 地方揮発油譲与税



①地方揮発油譲与税　　　　【企画財政課】1地方揮発油 △3,117                   △3,117
譲与税

①自動車重量譲与税　　　　【企画財政課】1自動車重量 1,592                     1,592
譲与税

①利子割交付金　　　　　　【企画財政課】1利子割交付 △139                     △139
金

①配当割交付金　　　　　　【企画財政課】1配当割交付 390                       390
金

①株式等譲渡所得割交付金　【企画財政課】1株式等譲渡 1,055                     1,055
所得割交付
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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ゴルフ場利用税交付金7 14,500 △675 13,825

ゴルフ場利用税交付金1 14,500 △675 13,825

ゴルフ場利用税交付金1 14,500 △675 13,825

自動車取得税交付金8 31,450 △76 31,374

自動車取得税交付金1 31,450 △76 31,374

自動車取得税交付金1 31,450 △76 31,374

地方交付税10 2,829,668 81,785 2,911,453

地方交付税1 2,829,668 81,785 2,911,453

地方交付税1 2,829,668 81,785 2,911,453

交通安全対策特別交付金11 2,000 △96 1,904

交通安全対策特別交付金1 2,000 △96 1,904

交通安全対策特別交付1 2,000 △96 1,904
金

分担金及び負担金12 37,889 △1 37,888

負担金2 37,889 △1 37,888

農林水産業費負担金3 470 △1 469

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ７ ゴルフ場利用税交付金

-10-07-01-01 ゴルフ場利用税交付金



①ゴルフ場利用税交付金　　【企画財政課】1ゴルフ場利 △675                     △675
用税交付金

①自動車取得税交付金　　　【企画財政課】1自動車取得 △76                      △76
税交付金

②特別交付税　　　　　　　【企画財政課】1地方交付税 81,785                    81,785

①交通安全対策特別交付金　【総務課】1交通安全対 △96                      △96
策特別交付
金

①ほ場整備事業負担金　　　【農林振興課】1農業費負担 △1                       △1
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-11-



国庫支出金14 495,407 23,731 519,138

国庫負担金1 377,130 △6,624 370,506

民生費国庫負担金1 377,130 △6,624 370,506

国庫補助金2 114,542 30,177 144,719

総務費国庫補助金1 8,464 30,260 38,724

衛生費国庫補助金3 1,906 1 1,907

教育費国庫補助金7 28,454 △84 28,370

委託金3 3,735 178 3,913

総務費委託金1 176 28 204

民生費委託金2 3,559 150 3,709

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １４ 国庫支出金

-12-14-01-01 民生費国庫負担金



②涌谷保育園施設型給付費負担金1児童福祉費 △2,506                   △1,206
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】負担金
③他市町村保育所施設型給付費負担金                    △880
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】
④未熟児養育医療費負担金　【福祉課】                    △420

①児童手当負担金　　　　　【福祉課】2児童手当負 △4,118                   △4,118
担金

⑩東日本大震災復興交付金　【企画財政課】1総務費補助 30,260                    31,117
⑯個人番号カード交付関連事務補助金金                     △171
　　　　　　　　　　　　　【町民生活課】
⑰結婚新生活支援事業費補助金                     △686
　　　　　　　　　　　　　【まちづくり推進課】

⑦がん検診推進事業費補助金【健康課】1保健衛生費 1                         1
補助金

①就学援助費補助金　　　　【教育総務課】1小中学校費 △84                      △11
②特別支援教育就学奨励費補助金補助金                      △72
　　　　　　　　　　　　　【教育総務課】
⑩被災児童・生徒就学援助費補助金                      △1
　　　　　　　　　　　　　【教育総務課】

④中長期在留者住居地届出等事務委託金2戸籍住民基 28                        28
　　　　　　　　　　　　　【町民生活課】本台帳費委

託金

①国民年金事務費委託金　　【町民生活課】1社会福祉費 149                       149
委託金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-13-



県支出金15 462,318 △7,635 454,683

県負担金1 232,558 △2,120 230,438

民生費県負担金1 232,558 △2,120 230,438

県補助金2 196,676 △5,466 191,210

総務費県補助金1 10,781 △275 10,506

民生費県補助金2 55,195 △4,709 50,486

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １４ 国庫支出金

-14-14-03-02 民生費委託金



③特別児童扶養手当事務費委託金2児童福祉費 1                         1
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】委託金

②涌谷保育園施設型給付費負担金2児童福祉費 △1,298                     △578
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】負担金
③他市町村保育所施設型給付費負担金                    △510
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】
④未熟児養育医療費負担金　【福祉課】                    △210

①児童手当負担金　　　　　【福祉課】3児童手当負 △822                     △822
担金

②消費者行政活性化事業補助金1総務費補助 △295                     △295
　　　　　　　　　　　　　【町民生活課】金

①自然環境保全奨励交付金　【税務課】2自然環境保 20                        20
全奨励交付
金

①献血推進事業補助金　　　【福祉課】1社会福祉費 △34                      △34
補助金

㉛社会福祉法人等軽減措置補助金2老人福祉費 15                        15
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】補助金

①乳幼児医療費補助金　　　【福祉課】4児童福祉費 △3,470                   △1,958
⑦母子・父子家庭医療費補助金補助金                     △835
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】
⑨低年齢児保育施設助成事業補助金                    △491
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】
㉕少子化対策支援事業補助金【福祉課】                    △186

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-15-



衛生費県補助金3 1,182 △1 1,181

農林水産業費県補助金4 113,855 △60 113,795

教育費県補助金8 14,835 △421 14,414

委託金3 33,084 △49 33,035

総務費委託金1 27,673 △6 27,667

教育費委託金6 3,571 △43 3,528

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １５ 県支出金

-16-15-02-02 民生費県補助金



⑦心身障害者医療費補助金　【福祉課】5障害者福祉 △1,220                   △1,148
⑩在宅酸素療法者酸素濃縮器利用補助金費補助金                      △72
　　　　　　　　　　　　　【福祉課】

⑨健康増進事業等補助金　　【健康課】1保健衛生費 △1                     △116
⑬健康づくり推進事業補助金【健康課】補助金                       286
⑮地域の魅力再発見食育推進事業補助金                     △16
　　　　　　　　　　　　　【健康課】
⑯がん患者医療用ウィッグ購入助成事業費補助金                     △80
　　　　　　　　　　　　　【健康課】
⑰少子化対策支援事業補助金【健康課】                     △75

②農地集積・集約化対策事業補助金1農業費補助 △60                      △65
　　　　　　　　　　　　　【農林振興課】金
㉗農地利用最適化交付金　　【農業委員会事務局】                        5

③へき地児童生徒援助費等補助金1教育総務費 △117                       977
　　　　　　　　　　　　　【教育総務課】補助金
④学び支援コーディネーター等配置事業補助金                    △546
　　　　　　　　　　　　　【教育総務課】
⑤みやぎ子どもの心のケア運営支援事業補助金                    △548
　　　　　　　　　　　　　【教育総務課】

⑬地域学校協働活動推進事業補助金3社会教育費 △304                     △304
　　　　　　　　　　　　　【生涯学習課】補助金

①人口動態調査　　　　　　【町民生活課】3統計調査費 △6                       △3
⑥国勢調査交付金　　　　　【企画財政課】委託金                       △3

⑤スクールソーシャルワーカー活用事業委託金1教育費委託 △43                      △43
　　　　　　　　　　　　　【教育総務課】金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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財産収入16 18,889 1,095 19,984

財産運用収入1 18,323 1,095 19,418

利子及び配当金2 3,008 1,095 4,103

寄附金17 8,162 40 8,202

寄附金1 8,162 40 8,202

指定寄附金2 1,246 40 1,286

繰入金18 521,732 △114,815 406,917

基金繰入金2 518,039 △114,815 403,224

財政調整基金繰入金1 302,907 △114,252 188,655

ふるさと涌谷創生基金3 162,499 △5,795 156,704
繰入金

震災復興基金繰入金12 47,993 6,532 54,525

肉用牛特別導入事業基15 1,950 △1,300 650
金繰入金

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １６ 財産収入

-18-16-01-02 利子及び配当金



①財政調整基金利子　　　　【企画財政課】1利子及び配 1,095                       542
②減債基金利子　　　　　　【企画財政課】当金                       533
③ふるさと涌谷創生基金利子【企画財政課】                       13
⑤安部卓爾記念農業振興奨励基金利子                        1
　　　　　　　　　　　　　【農林振興課】
⑦公営住宅基金利子　　　　【建設課】                        3
⑧土地開発基金利子　　　　【企画財政課】                        3
⑭ふるさと・水と土保全基金利子                        1
　　　　　　　　　　　　　【農林振興課】
⑯保健福祉基金利子　　　　【福祉課】                        1
⑲震災復興基金利子　　　　【企画財政課】                      △1
⑳文化財基金利子　　　　　【生涯学習課】                      △1

①指定寄附金　　　　　　　【総務課】1指定寄附金 40                        40

①財政調整基金繰入金　　　【企画財政課】1財政調整基 △114,252                 △114,252
金繰入金

①ふるさと涌谷創生基金繰入金1ふるさと涌 △5,795                   △5,795
　　　　　　　　　　　　　【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 6,532                     6,532
金繰入金

①肉用牛特別導入事業基金繰入金1肉用牛特別 △1,300                   △1,300
　　　　　　　　　　　　　【農林振興課】導入事業基

金繰入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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諸収入20 211,647 △1,771 209,876

雑入5 108,465 △1,771 106,694

雑入5 48,400 △1,771 46,629

町債21 952,895 △5,300 947,595

町債1 952,895 △5,300 947,595

総務債1 6,700 △200 6,500

民生債2 16,800 △100 16,700

農林水産業債4 107,900 △1,500 106,400

土木債6 88,500 △3,500 85,000

計 7,757,657 △23,937 7,733,720

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ２０ 諸収入

-20-20-05-05 雑入



㉒家畜防疫事務費補助金　　【農林振興課】1雑入 △1,771                      △10
㉚カーボン・マネジメント強化事業助成金                     △50
　　　　　　　　　　　　　【町民生活課】
㉛後期高齢検診手数料　　　【健康課】                  △1,711

①地域活性化事業債　　　　【企画財政課】3地域活性化 △200                     △200
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 △1,500                   △1,500
備事業債

①地方道路等整備事業債　　【企画財政課】1道路橋りょ △3,500                   △3,400
⑦公共施設等適正管理推進事業債う整備事業                     △100
　　　　　　　　　　　　　【企画財政課】債

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-21-



313△20030,2482総務費 936,243 30,096 966,339

313△20030,228総務管理費1 763,108 30,469 793,577

831,1175企画費 137,533 31,126 168,659

△773△68610コミュニティ事業 16,775 △1,456 15,319
費

311土地開発基金費 1 3 4

54212財政調整基金費 68,500 542 69,042

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 ２ 総務費

-22-02-01-05 企画費



△265

128

1 13委託料 △3                 △3　１企画調整経費
【０２－０１－０５－０１　企画財政課】

                △3　１３委託料
25積立金 31,129                 △3　　　①委託料

　　　　ｻﾘﾅｽ訪問事業委託料

             31,129　３基金管理経費
【０２－０１－０５－０３　企画財政課】

             31,129　２５積立金

             31,129　　　①積立金

                 13　　　　ふるさと涌谷創生基金積立金

             31,116　　　　震災復興基金積立金

319負担金補助 △1,456                △71　１コミュニティ事業経費
及び交付金 【０２－０１－１０－０１　まちづくり推進課】

               △71　１９負担金補助及び交付金

               △71　　　④補助交付金
　　　　元気わくや創生補助金

            △1,385　２移住定住推進事業経費
【０２－０１－１０－０２　まちづくり推進課】

            △1,385　１９負担金補助及び交付金

            △1,385　　　④補助交付金
　　　　わくや新生活応援補助金

028繰出金 3                   3　１基金管理経費
【０２－０１－１１－０１　企画財政課】

                  3　２８繰出金

                  3　　　①繰出金
　　　　土地開発基金繰出金

025積立金 542                 542　１基金管理経費
【０２－０１－１２－０１　企画財政課】

                542　２５積立金

                542　　　①積立金
　　　　財政調整基金積立金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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53313減債基金費 80,500 533 81,033

△20014諸費 17,484 △81 17,403

△20315消費者対策費 1,289 △198 1,091

20徴税費2 116,296 0 116,296

201税務総務費 84,166 0 84,166

3戸籍住民基本台帳費3 52,877 △370 52,507

31戸籍住民基本台帳 52,877 △370 52,507
費

△3統計調査費5 1,105 △3 1,102

△32統計調査費 1,040 △3 1,037

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

-24-02-01-13 減債基金費



0 25積立金 533                 533　１基金管理経費
【０２－０１－１３－０１　企画財政課】

                533　２５積立金

                533　　　①積立金
　　　　減債基金積立金

11915工事請負費 △81                △81　１防犯経費
【０２－０１－１４－０１　総務課】

               △81　１５工事請負費

               △81　　　①工事請負費
　　　　防犯灯設置工事

5 9旅費 △67               △198　１消費者対策経費
【０２－０１－１５－０１　町民生活課】

               △67　　９旅費
11需用費 △127                △67　　　②普通旅費

              △127　１１需用費

              △127　　　②消耗品費
19負担金補助 △4                 △4　１９負担金補助及び交付金

及び交付金                 △4　　　③その他負担金
　　　　消費生活相談員研修費負担金

△20

△20

△373

△37319負担金補助 △370               △370　２戸籍住民台帳事務経費
及び交付金 【０２－０３－０１－０２　町民生活課】

              △370　１９負担金補助及び交付金

              △370　　　③その他負担金
　　　　地方公共団体情報ｼｽﾃﾑ機構負担金

0

0 9旅費 △3                 △3　４国勢調査
【０２－０５－０２－０４　企画財政課】

                △3　　９旅費

                △3　　　②普通旅費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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△379△100△13,4523民生費 2,014,596 △45,316 1,969,280

1△1,239社会福祉費1 1,342,434 △24,957 1,317,477

△341社会福祉総務費 316,123 △18,699 297,424

1153老人福祉費 619,505 △3,792 615,713

△1,2204障害者福祉費 406,144 △2,466 403,678

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

-26-03-01-01 社会福祉総務費



△31,385

△23,719

△18,665 8報償費 △102               △102　２社会福祉事務経費
【０３－０１－０１－０２　福祉課】

              △102　　８報償費
28繰出金 △18,597               △102　　　②記念品

           △18,597　３国民健康保険対策経費
【０３－０１－０１－０３　健康課】

           △18,597　２８繰出金

           △18,597　　　①繰出金

            △2,800　　　　国民健康保険助産費等繰出金

            △2,782　　　　健康管理ｾﾝﾀｰ運営費等繰出金

            △7,326　　　　歯科保健ｾﾝﾀｰ運営費等繰出金

            △5,689　　　　特定健診事業費繰出金

△3,808 19負担金補助 209                 209　１在宅老人福祉経費
及び交付金 【０３－０１－０３－０１　福祉課】

                209　１９負担金補助及び交付金

                209　　　④補助交付金
25積立金 1 　　　　社会福祉法人等軽減補助金

                  1　３基金管理費
28繰出金 △4,002 【０３－０１－０３－０３　福祉課】

                  1　２５積立金

                  1　　　①積立金
　　　　保健福祉基金積立金

            △4,002　５介護保険対策経費
【０３－０１－０３－０５　健康課】

            △4,002　２８繰出金

            △4,002　　　①繰出金

                △4　　　　介護保険事務費繰出金

            △4,126　　　　介護保険介護予防・日常生活支援総合事業費
　　　　繰出金

                128　　　　介護保険その他地域支援事業繰出金

△1,246 20扶助費 △2,466             △2,466　１在宅障害者福祉費
【０３－０１－０４－０１　福祉課】

            △2,466　２０扶助費

            △2,466　　　①扶助費

              △135　　　　在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金

            △2,295　　　　心身障害者医療費助成金

               △36　　　　難聴児補聴器購入助成金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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△380△100△12,213児童福祉費2 671,546 △20,359 651,187

△380△100△11,3781児童福祉総務費 460,971 △18,691 442,280

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

-28-03-02-01 児童福祉総務費



△7,666

△6,833 8報償費 △294             △5,740　３児童手当支給経費
【０３－０２－０１－０３　福祉課】

            △5,740　２０扶助費
9旅費 △44             △5,740　　　①扶助費

　　　　児童手当

11需用費 △2             △2,439　４保育委託経費
【０３－０２－０１－０４　福祉課】

            △2,439　１３委託料
12役務費 △63             △2,439　　　①委託料

　　　　保育委託料

13委託料 △2,439             △8,222　５子ども医療費支給経費
【０３－０２－０１－０５　福祉課】

               △53　１２役務費
18備品購入費 △22                △53　　　②手数料

　　　　審査手数料

            △8,169　２０扶助費
19負担金補助 △1,918             △8,169　　　①扶助費

及び交付金             △6,512　　　　子ども医療費助成金

            △1,657　　　　未熟児養育医療費助成金

20扶助費 △13,909             △2,290　７子育て支援経費
【０３－０２－０１－０７　福祉課】

              △294　　８報償費

              △294　　　①報償金

              △264　　　　地域子育て応援団謝礼

               △30　　　　地域子育て応援団研修講師謝礼

               △44　　９旅費

               △44　　　②普通旅費

                △2　１１需用費

                △2　　　②消耗品費

               △10　１２役務費

               △10　　　③保険料
　　　　地域子育て応援団賠償保険料

               △22　１８備品購入費

               △22　　　①備品購入費
　　　　地域子育て応援団用備品購入費

            △1,918　１９負担金補助及び交付金

            △1,918　　　④補助交付金

              △380　　　　乳幼児用紙おむつ等購入費補助金

              △556　　　　地域子育て支援拠点事業補助金

              △982　　　　低年齢児保育施設助成事業補助金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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△8353母子・父子福祉費 3,860 △1,668 2,192

△3,6074衛生費 1,210,578 1,496 1,212,074

△2,997保健衛生費1 234,929 △1,640 233,289

△1,2361151保健衛生総務費 137,367 △1,406 135,961

△503環境衛生費 27,455 △50 27,405

△1,711△1154疾病予防対策事業 33,129 △184 32,945
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 ３ 民生費

-30-03-02-03 母子・父子福祉費



△83320扶助費 △1,668             △1,668　３母子・父子家庭医療費給付経費
【０３－０２－０３－０３　福祉課】

            △1,668　２０扶助費

            △1,668　　　①扶助費
　　　　母子・父子家庭医療費助成金

5,103

1,357

△28511需用費 △16                △80　２保健衛生事務経費
【０４－０１－０１－０２　健康課】

               △80　１９負担金補助及び交付金
19負担金補助 △1,390                △80　　　④補助交付金

及び交付金 　　　　がん患者医療用ｳｨｯｸﾞ購入助成金

            △1,000　３母子保健事業費
【０４－０１－０１－０３　健康課】

            △1,000　１９負担金補助及び交付金

            △1,000　　　④補助交付金
　　　　特定不妊治療費助成金

              △310　４健康づくり推進経費
【０４－０１－０１－０４　健康課】

              △310　１９負担金補助及び交付金

              △310　　　④補助交付金
　　　　健康推進員協議会補助金

               △16　６食育推進経費
【０４－０１－０１－０６　健康課】

               △16　１１需用費

                △7　　　②消耗品費

                △9　　　⑦賄材料費

013委託料 △50                △50　２環境美化推進経費
【０４－０１－０３－０２　町民生活課】

               △50　１３委託料

               △50　　　①委託料
　　　　温暖化対策実行計画策定業務委託料

1,642 13委託料 △184               △184　１疾病予防対策事業経費
【０４－０１－０４－０１　健康課】

              △184　１３委託料

              △184　　　①委託料
　　　　各種検診委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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清掃費2 512,776 3,742 516,518

1塵芥処理費 376,458 3,742 380,200

△610医療福祉センター費4 462,762 △606 462,156

△6101医療福祉センター 34,181 △606 33,575
費

△3,568△1,500△606農林水産業費 411,279 △3,450 407,829

△3,568△1,500△60農業費1 407,953 △3,450 404,503

51農業委員会費 16,512 0 16,512

△2,0773農業振興費 9,315 △2,075 7,240

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

-32-04-02-01 塵芥処理費



3,742

3,742 19負担金補助 3,742               3,742　１塵芥処理経費
及び交付金 【０４－０２－０１－０１　町民生活課】

              3,742　１９負担金補助及び交付金

              3,742　　　②一部事務組合負担金
　　　　大崎地域広域行政事務組合負担金

4

4 8報償費 △268               △606　４創立記念事業経費
【０４－０４－０１－０４　総務管理課】

              △268　　８報償費

              △268　　　①報償金
9旅費 △195 　　　　講師謝礼

              △195　　９旅費

              △195　　　②普通旅費
11需用費 △89                △89　１１需用費

               △14　　　①食糧費

               △75　　　②消耗品費
12役務費 △36                △36　１２役務費

               △36　　　①通信運搬費

               △18　１４使用料及び賃借料
14使用料及び △18                △18　　　①使用料及び賃借料

賃借料 　　　　記念事業講師宿泊施設借上料

1,678

1,678

△5

2 9旅費 △188               △731　１農業振興対策事業費
【０６－０１－０３－０１　農林振興課】

              △731　１９負担金補助及び交付金
19負担金補助 △1,889               △731　　　④補助交付金

及び交付金 　　　　かわさき市民まつり実行委員会補助金

                  2　２基金管理経費
25積立金 1 【０６－０１－０３－０２　農林振興課】

                  1　２５積立金

                  1　　　①積立金
28繰出金 1 　　　　ふるさと・水と土保全基金積立金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-33-



△1,4904畜産業費 7,250 △1,310 5,940

△1△1,5005農地費 232,343 0 232,343

△6517水田農業構造改革 40,759 △65 40,694
対策事業費

△4577商工費 166,325 △457 165,868

△457商工費1 166,325 △457 165,868

△3682商工業振興費 117,119 △369 116,750

△893観光費 21,847 △88 21,759

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

-34-06-01-03 農業振興費



                  1　２８繰出金

                  1　　　①繰出金
　　　　農業振興奨励基金繰出金

            △1,346　３ブランド米創出事業経費
【０６－０１－０３－０３　農林振興課】

              △188　　９旅費

              △188　　　②普通旅費

            △1,158　１９負担金補助及び交付金

            △1,158　　　④補助交付金
　　　　地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ米創出支援事業補助金

18011需用費 △10             △1,310　１畜産振興事業費
【０６－０１－０４－０１　農林振興課】

               △10　１１需用費
21貸付金 △1,300                △10　　　②消耗品費

            △1,300　２１貸付金

            △1,300　　　①貸付金
　　　　肉用牛特別導入事業貸付金

1,501

0 19負担金補助 △65                △65　１水田農業構造改革対策事業経費
及び交付金 【０６－０１－１７－０１　農林振興課】

               △65　１９負担金補助及び交付金

               △65　　　④補助交付金
　　　　農地集積・集約化対策事業補助金

0

0

△119負担金補助 △369               △369　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】

              △369　１９負担金補助及び交付金

              △369　　　④補助交付金
　　　　中小企業振興資金貸付利子補給補助金

119負担金補助 △88                △88　１観光振興対策経費
及び交付金 【０７－０１－０３－０１　まちづくり推進課】

               △88　１９負担金補助及び交付金

               △88　　　④補助交付金
　　　　伊達安芸宗重公350年祭実行委員会補助金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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△11△3,5008土木費 660,390 △3,767 656,623

△3,500道路橋りょう費2 202,152 △3,757 198,395

△3,5003道路新設改良費 142,440 △3,757 138,683

△4都市計画費3 388,050 △3 388,047

△41都市計画総務費 707 △3 704

△7住宅費4 18,107 △7 18,100

31住宅管理費 18,057 3 18,060

△102住宅建設費 50 △10 40

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

-36-08-02-03 道路新設改良費



△256

△257

△25713委託料 △2,283             △3,757　１道路新設改良事業費
【０８－０２－０３－０１　建設課】

            △2,283　１３委託料
15工事請負費 △1,474             △2,283　　　①委託料

　　　　道路改良実施設計業務委託料

            △1,474　１５工事請負費

            △1,474　　　①工事請負費

               △38　　　　(交付金)道路改良工事

            △1,436　　　　道路改良工事

1

119負担金補助 △3                 △3　２都市計画事務経費
及び交付金 【０８－０３－０１－０２　建設課】

                △3　１９負担金補助及び交付金

                △3　　　④補助交付金
　　　　街路灯電気料等補助金

0

025積立金 3                   3　２基金管理経費
【０８－０４－０１－０２　建設課】

                  3　２５積立金

                  3　　　①積立金
　　　　公営住宅基金積立金

019負担金補助 △10                △10　２災害公営住宅整備事業経費
及び交付金 【０８－０４－０２－０２　建設課】

               △10　１９負担金補助及び交付金

               △10　　　④補助交付金
　　　　災害公営住宅入居者引越費用補助金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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△929消防費 481,719 △89 481,630

△92消防費1 481,719 △89 481,630

△925災害対策費 6,217 △89 6,128

△402△54810教育費 1,019,643 △2,450 1,017,193

△5△244教育総務費1 179,687 △1,284 178,403

△5△2442事務局費 177,160 △1,284 175,876

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

-38-09-01-05 災害対策費



3

3

3 7賃金 △83                △89　４原子力災害対策経費
【０９－０１－０５－０４　総務課】

               △83　　７賃金
11需用費 △6                △83　　　②臨時事務職員賃金

　　　　臨時事務補助員賃金

                △6　１１需用費

                △6　　　⑥修繕料

△1,500

△1,035

△1,035 7賃金 △91               △133　２事務局経費
【１０－０１－０２－０２　教育総務課】

              △133　２０扶助費
8報償費 △572               △133　　　①扶助費

               △11　　　　要保護･準要保護就学援助費

              △121　　　　特別支援教育就学奨励費
9旅費 △217                 △1　　　　被災児童生徒就学援助費

              △591　５学力向上対策経費
11需用費 △41 【１０－０１－０２－０５　教育総務課】

              △572　　８報償費

              △572　　　①報償金
12役務費 △32                △38　　　　ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ謝礼

              △534　　　　学び支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等謝礼

               △10　　９旅費
14使用料及び △68                 △1　　　①費用弁償

賃借料                 △9　　　②普通旅費

                △2　１１需用費

                △2　　　②消耗品費
15工事請負費 △3                 △7　１２役務費

                △7　　　③保険料
　　　　傷害保険料

18備品購入費 △127
              △560　７わくや子どもの心のケアハウス運営事業経費

【１０－０１－０２－０７　教育総務課】
20扶助費 △133                △91　　７賃金

               △91　　　②臨時事務職員賃金
　　　　ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ賃金

              △207　　９旅費

              △207　　　②普通旅費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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507小学校費2 279,862 △17 279,845

3051小学校管理費 246,877 0 246,877

2022小学校教育振興費 32,985 △17 32,968

△1,099中学校費3 118,729 △345 118,384

△7541中学校管理費 95,188 0 95,188

△3452中学校教育振興費 23,541 △345 23,196

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

-40-10-01-02 事務局費



               △39　１１需用費

               △16　　　③燃料費

               △23　　　⑤光熱水費

               △25　１２役務費

               △12　　　①通信運搬費

               △13　　　②手数料
　　　　電子複写機保守管理手数料

               △68　１４使用料及び賃借料

               △68　　　①使用料及び賃借料
　　　　事務機器借上料

                △3　１５工事請負費

                △3　　　①工事請負費
　　　　施設改修工事

              △127　１８備品購入費

              △127　　　①備品購入費
　　　　拠点施設用備品購入費

△524

△305

△21914使用料及び △17                △17　１小学校教育振興経費
賃借料 【１０－０２－０２－０１　教育総務課】

               △17　１４使用料及び賃借料

               △17　　　①使用料及び賃借料
　　　　教育用ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料

754

754

0 14使用料及び △345               △345　１中学校教育振興経費
賃借料 【１０－０３－０２－０１　教育総務課】

              △345　１４使用料及び賃借料

              △345　　　①使用料及び賃借料
　　　　教育用ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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368△304社会教育費5 109,881 △633 109,248

△3041社会教育総務費 56,540 △303 56,237

3683文化財保護費 12,216 △330 11,886

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

-42-10-05-01 社会教育総務費



△697

119負担金補助 △303               △303　２社会教育事務経費
及び交付金 【１０－０５－０１－０２　生涯学習課】

              △303　１９負担金補助及び交付金

              △303　　　④補助交付金
　　　　元気わくやふれあい町づくり補助金

△698 4共済費 △6                △64　１文化財保護経費
【１０－０５－０３－０１　生涯学習課】

                △6　　４共済費
8報償費 △80                 △6　　　④労災保険料

               △60　　８報償費

               △60　　　①報償金
9旅費 △110 　　　　佐々木家住宅活用助言謝礼

                  2　１１需用費

                  2　　　②消耗品費
11需用費 △53

              △265　３文化財活用経費
【１０－０５－０３－０３　生涯学習課】

12役務費 △75                △20　　８報償費

               △20　　　①報償金
　　　　講師謝礼

13委託料 △5               △110　　９旅費

              △110　　　②普通旅費

               △55　１１需用費
25積立金 △1                 △9　　　②消耗品費

               △46　　　④印刷製本費

               △75　１２役務費

               △25　　　①通信運搬費

               △50　　　③保険料
　　　　展示物保険料

                △5　１３委託料

                △5　　　①委託料
　　　　日本遺産申請支援業務委託料

                △1　４歴史文化基金管理経費
【１０－０５－０３－０４　生涯学習課】

                △1　２５積立金

                △1　　　①積立金
　　　　歴史文化基金積立金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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△173保健体育費6 154,116 △171 153,945

△1731保健体育総務費 12,198 △171 12,027

△8,111△5,30016,0967,757,657 △23,937 7,733,720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 １０ 教育費

-44-10-06-01 保健体育総務費



2

2 9旅費 △54               △171　２保健体育事務経費
【１０－０６－０１－０２　生涯学習課】

               △54　　９旅費
19負担金補助 △117                △54　　　②普通旅費

及び交付金               △117　１９負担金補助及び交付金

              △117　　　④補助交付金
　　　　全国大会等出場補助金

△26,622

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-45-


