
歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

９０． 繰入金 304,758 133,202 437,960

１０． 基金繰入金 304,758 133,202 437,960

歳               入               合               計 3,497,000 133,202 3,630,202

第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正
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歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

５． 議会費 66,764 △5,130 61,634

５． 議会費 66,764 △5,130 61,634

１０． 総務費 737,976 139,512 877,488

５． 総務管理費 677,031 139,512 816,543

５０． 教育費 557,359 △1,024 556,335

５． 教育総務費 60,654 △1,024 59,630

９０． 予備費 9,549 △156 9,393

９０． 予備費 9,549 △156 9,393

歳               出               合               計 3,497,000 133,202 3,630,202
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１．総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

９０． 繰入金 304,758 133,202 437,960

　　　　 歳          入          合          計 3,497,000 133,202 3,630,202

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書
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（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

5. 議会費 66,764 △5,130 61,634 0 0 0 △5,130

10. 総務費 737,976 139,512 877,488 0 0 133,202 6,310

50. 教育費 557,359 △1,024 556,335 0 0 0 △1,024

90. 予備費 9,549 △156 9,393 0 0 0 △156

 歳     出     合     計 3,497,000 133,202 3,630,202 133,202
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一 般 財 源



２．歳　入

（款） 90. 繰入金                                  （項） 10. 基金繰入金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

5. 財政調整基金繰入金 43,500 133,202 176,702 5. 財政調整基金繰入金 133,202 財政調整基金繰入金                133,202

　 　　計 304,758 133,202 437,960
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目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３．歳　出

（款） 5. 議会費                                   （項） 5. 議会費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

5. 議会費 66,764 △5,130 61,634 △5,130 1. 報酬 △3,862 議員報酬        △3,862

　議員報酬        △3,862

4. 共済費 △1,268 共済費        △1,268

　議員共済会負担金        △1,268

　計 66,764 △5,130 61,634 △5,130

（款） 10. 総務費                                  （項） 5. 総務管理費

1. 一般管理費 228,762 △2,693 226,069 △2,693 2. 給料 △2,781 給料        △2,781

　職員給（特別職）        △2,781

3. 職員手当 391 職員手当等            391

　期末手当（特別職）            391

4. 共済費 △303 共済費          △303

　共済組合負担金（特別職）          △298

　共済組合互助会負担金（特別職）           △5

6. 諸費 640 142,205 142,845 133,202 9,003 13. 委託料 2,205 委託料          2,205

　業務委託料          2,205

22. 補償補填及び 140,000 補償補填及び賠償金        140,000

賠償金 　雪崩事故損害賠償金        140,000

　計 677,031 139,512 816,543 133,202 6,310
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節

一般財源



（款） 50. 教育費                                  （項） 5. 教育総務費 （単位：千円）

10. 事務局費 50,018 △1,024 48,994 △1,024 2. 給料 △971 給料          △971

　職員給（教育長）          △971

3. 職員手当 104 職員手当等            104

　期末手当（教育長）            104

4. 共済費 △157 共済費          △157

　共済組合負担金（教育長）          △155

　共済組合互助会負担金（教育長）           △2

　計 60,654 △1,024 59,630 △1,024

（款） 90. 予備費                                  （項） 90. 予備費

90. 予備費 9,549 △156 9,393 △156 予備費          △156

　計 9,549 △156 9,393 △156
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