
歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

５． 町税 784,998 2,287 787,285

５． 町民税 114,433 △4,402 110,031

１０． 固定資産税 646,039 6,228 652,267

１５． 軽自動車税 9,536 461 9,997

１０． 地方譲与税 22,997 △67 22,930

５． 地方揮発油譲与税 6,895 △20 6,875

１０． 自動車重量譲与税 16,102 △47 16,055

１５． 利子割交付金 760 △86 674

５． 利子割交付金 760 △86 674

２０． 配当割交付金 643 1,460 2,103

１． 配当割交付金 643 1,460 2,103

２５． 株式等譲渡所得割交付金 138 612 750

１． 株式等譲渡所得割交付金 138 612 750

３０． 地方消費税交付金 31,784 2,228 34,012

５． 地方消費税交付金 31,784 2,228 34,012

３５． 自動車取得税交付金 2,760 670 3,430

５． 自動車取得税交付金 2,760 670 3,430

５０． 地方交付税 1,297,962 1,387 1,299,349

５． 地方交付税 1,297,962 1,387 1,299,349

６０． 分担金及び負担金 14,203 △91 14,112

５． 分担金 5,660 △653 5,007

１０． 負担金 8,543 562 9,105

６５． 使用料及び手数料 22,120 △16 22,104

５． 使用料 20,119 1 20,120

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

款 項 補正前の額 補正額 計

１０． 手数料 2,001 △17 1,984

７０． 国庫支出金 250,364 △7,227 243,137

５． 国庫負担金 97,852 △4,315 93,537

１０． 国庫補助金 149,886 △2,912 146,974

７５． 県支出金 388,717 15,593 404,310

５． 県負担金 51,797 △412 51,385

１０． 県補助金 220,572 △4,816 215,756

１５． 県委託金 116,348 20,821 137,169

８５． 寄附金 6,550 3,256 9,806

５． 寄附金 6,550 3,256 9,806

１００． 諸収入 62,605 △8,752 53,853

１５． 貸付金元利収入 6,563 △37 6,526

２５． 雑入 53,682 △8,715 44,967

１０５． 町債 513,318 △50,100 463,218

５． 町債 513,318 △50,100 463,218

歳               入               合               計 3,981,622 △38,846 3,942,776
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歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１０． 総務費 1,073,904 △8,069 1,065,835

５． 総務管理費 998,062 △9,472 988,590

１０． 徴税費 41,722 2,768 44,490

２０． 選挙費 9,043 △1,370 7,673

２５． 統計調査費 1,485 5 1,490

１５． 民生費 652,010 △13,046 638,964

５． 社会福祉費 444,386 △7,325 437,061

１０． 児童福祉費 154,945 △3,084 151,861

１５． 生活保護費 52,679 △2,637 50,042

２０． 衛生費 253,734 △6,477 247,257

５． 保健衛生費 84,001 △3,673 80,328

１０． 清掃費 113,485 △2,804 110,681

２５． 労働費 9,010 △4,000 5,010

１． 失業対策費 9,000 △4,000 5,000

３０． 農林水産業費 404,090 △9,411 394,679

５． 農業費 382,899 △8,442 374,457

１０． 林業費 21,191 △969 20,222

３５． 商工費 32,772 148 32,920

５． 商工費 32,772 148 32,920

４０． 土木費 247,154 38,008 285,162

５． 道路橋梁費 206,103 40,212 246,315

１５． 下水道費 35,790 △2,204 33,586

４５． 消防費 95,231 △7,279 87,952

５． 消防費 95,231 △7,279 87,952
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（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

５０． 教育費 571,279 △6,620 564,659

５． 教育総務費 59,986 △954 59,032

１０． 小学校費 25,386 △1,303 24,083

１５． 中学校費 93,454 △978 92,476

２０． 社会教育費 72,367 △2,771 69,596

２５． 保健体育費 320,086 △614 319,472

５５． 災害復旧費 27,428 △400 27,028

１５． その他災害復旧費 27,393 △400 26,993

６０． 公債費 493,954 △1,300 492,654

５． 公債費 493,954 △1,300 492,654

６５． 諸支出金 58,614 △46,744 11,870

１０． 基金費 58,614 △46,744 11,870

９０． 予備費 238 26,344 26,582

９０． 予備費 238 26,344 26,582

歳               出               合               計 3,981,622 △38,846 3,942,776
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款 項 事　　　　業　　　　名 金　　額

10.総務費 05.総務管理費 社会保障・税番号制度システム整備業務 2,150

道の駅整備事業 31,774

地域住民生活等緊急支援事業（地方創生先行型）事業 28,765

15.民生費 15.社会福祉費 介護保険特別会計繰出金 2,004

30.農林水産業費 05.農業費 県営農村災害対策整備事業負担金 6,072

県営地域用水環境整備事業負担金 291

35.商工費 05.商工費 地域住民生活等緊急支援事業（消費喚起・生活支援）事業 8,038

55.災害復旧費 15.その他災害復旧費 単県斜面崩壊復旧事業 23,842

第２表　繰　　越　　明　　許　　費

（単位　千円）
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(廃止） （単位　千円）

限 度 額

江府町地域振興株式会社のスキ-リフト建設事業に
対しての損失補償

平成 26 年度 から 平成 33 年度 まで 79,132

(追加） （単位　千円）

限 度 額

江府町地域振興株式会社のスキ-リフト建設事業に
対しての損失補償

平成 27 年度 から 平成 33 年度 まで 69,798

第 ３ 表      債　務　負　担　行　為　補　正

事 項 期　　　　　　　間

事 項 期　　　　　　　間



（単位　千円）

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

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 10,300 証書借入

　　　　　　5.0%以内
(ただし、利率見直し方式で借り
入れる政府資金及び地方公共
団体金融機構、銀行等その他
資金について利率見直しを
行った後においては、当該見
直し後の利率）

　政府その他の資金の借入に
ついては、その融資条件によ
る。ただし、財政の都合により
償還期間を短縮し、もしくは繰
上償還又は低利に借り換えるこ
とができる。

1,900 補正前に
同じ 補正前に同じ 補正前に同じ

辺 地 対 策 事 業 35,100 証書借入 5.0%以内

　政府その他の資金の借入に
ついては、その融資条件によ
る。ただし、財政の都合により
償還期間を短縮し、もしくは繰
上償還又は低利に借り換えるこ
とができる。

17,900 補正前に
同じ 補正前に同じ 補正前に同じ

過 疎 対 策 事 業 債 347,600 証書借入 5.0%以内

　政府その他の資金の借入に
ついては、その融資条件によ
る。ただし、財政の都合により
償還期間を短縮し、もしくは繰
上償還又は低利に借り換えるこ
とができる。

323,100 補正前に
同じ 補正前に同じ 補正前に同じ

補 正 を さ れ な か っ た 額 120,318 120,318

計 513,318 463,218

第　４　表　　　　地　方　債　補　正

起 債 の 目 的

補　　　　　　　　正　　　　　　　　前 補　　　　　　　　正　　　　　　　　後
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１．総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

５． 町税 784,998 2,287 787,285

１０． 地方譲与税 22,997 △67 22,930

１５． 利子割交付金 760 △86 674

２０． 配当割交付金 643 1,460 2,103

２５． 株式等譲渡所得割交付金 138 612 750

３０． 地方消費税交付金 31,784 2,228 34,012

３５． 自動車取得税交付金 2,760 670 3,430

５０． 地方交付税 1,297,962 1,387 1,299,349

６０． 分担金及び負担金 14,203 △91 14,112

６５． 使用料及び手数料 22,120 △16 22,104

７０． 国庫支出金 250,364 △7,227 243,137

７５． 県支出金 388,717 15,593 404,310

８５． 寄附金 6,550 3,256 9,806

１００． 諸収入 62,605 △8,752 53,853

１０５． 町債 513,318 △50,100 463,218

　　　　 歳          入          合          計 3,981,622 △38,846 3,942,776
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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

10. 総務費 1,073,904 △8,069 1,065,835 △3,422 △25,200 △11,962 32,515

15. 民生費 652,010 △13,046 638,964 △734 △2,800 375 △9,887

20. 衛生費 253,734 △6,477 247,257 △355 0 △5 △6,117

25. 労働費 9,010 △4,000 5,010 △4,000 0 0 0

30. 農林水産業費 404,090 △9,411 394,679 △4,635 △800 △639 △3,337

35. 商工費 32,772 148 32,920 △125 0 △37 310

40. 土木費 247,154 38,008 285,162 23,517 0 0 14,491

45. 消防費 95,231 △7,279 87,952 △944 △8,400 △27 2,092

50. 教育費 571,279 △6,620 564,659 △1,436 △12,900 3,436 4,280

55. 災害復旧費 27,428 △400 27,028 500 0 0 △900

60. 公債費 493,954 △1,300 492,654 0 0 0 △1,300

65. 諸支出金 58,614 △46,744 11,870 0 0 3,256 △50,000

90. 予備費 238 26,344 26,582 0 0 0 26,344

 歳     出     合     計 3,981,622 △38,846 3,942,776 8,366 △50,100 △5,603 8,491

一 般 財 源
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２．歳　入

（款） 5. 町税                                     （項） 5. 町民税 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

10. 法人分 33,083 △4,402 28,681 5. 現年課税分 △4,402 法人税割                △4,402

　 　　計 114,433 △4,402 110,031

（款） 5. 町税                                     （項） 10. 固定資産税

5. 固定資産税 645,594 6,228 651,822 5. 現年課税分 4,692 土地                  △180

家屋                   △57

償却資産                  4,929

10. 滞納繰越分 1,536 滞納繰越分                  1,536

　 　　計 646,039 6,228 652,267

（款） 5. 町税                                     （項） 15. 軽自動車税

5. 軽自動車税 9,536 461 9,997 5. 現年課税分 461 原動機付自転車                    △2

軽自動車                    412

小型特殊                     30

二輪小型自動車                     21

　 　　計 9,536 461 9,997

（款） 10. 地方譲与税                              （項） 5. 地方揮発油譲与税

5. 地方揮発油譲与税 6,895 △20 6,875 5. 地方揮発油譲与税 △20 地方揮発油譲与税                   △20

　 　　計 6,895 △20 6,875
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（款） 10. 地方譲与税                              （項） 10. 自動車重量譲与税 （単位：千円）

5. 自動車重量譲与税 16,102 △47 16,055 5. 自動車重量譲与税 △47 自動車重量譲与税                   △47

　 　　計 16,102 △47 16,055

（款） 15. 利子割交付金                            （項） 5. 利子割交付金

5. 利子割交付金 760 △86 674 5. 利子割交付金 △86 利子割交付金                   △86

　 　　計 760 △86 674

（款） 20. 配当割交付金                            （項） 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金 643 1,460 2,103 1. 配当割交付金 1,460 配当割交付金                  1,460

　 　　計 643 1,460 2,103

（款） 25. 株式等譲渡所得割交付金                  （項） 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付 138 612 750 1. 株式等譲渡所得割交付 612 株式等譲渡所得割交付金                    612

金 金

　 　　計 138 612 750

（款） 30. 地方消費税交付金                        （項） 5. 地方消費税交付金

5. 地方消費税交付金 31,784 2,228 34,012 5. 地方消費税交付金 2,228 地方消費税交付金（一般財源）                △4,295

地方消費税交付金（社会保障）                  6,523

　 　　計 31,784 2,228 34,012

（款） 35. 自動車取得税交付金                      （項） 5. 自動車取得税交付金

5. 自動車取得税交付金 2,760 670 3,430 5. 自動車取得税交付金 670 自動車取得税交付金                    670

　 　　計 2,760 670 3,430
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（款） 50. 地方交付税                              （項） 5. 地方交付税 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

5. 地方交付税 1,297,962 1,387 1,299,349 5. 地方交付税 1,387 普通地方交付税                  1,387

　 　　計 1,297,962 1,387 1,299,349

（款） 60. 分担金及び負担金                        （項） 5. 分担金

10. 農林水産業費分担金 2,650 △653 1,997 10. 農業基盤整備費分担金 △653 しっかり守る農林基盤交付金事業                  △653
分担金

　 　　計 5,660 △653 5,007

（款） 60. 分担金及び負担金                        （項） 10. 負担金

10. 民生費負担金 1,754 562 2,316 15. 児童福祉費負担金 562 児童措置費負担金                    562

　 　　計 8,543 562 9,105

（款） 65. 使用料及び手数料                        （項） 5. 使用料

20. 教育使用料 842 4 846 5. 小学校使用料 4 小学校使用料                      4

90. 農林水産業使用料 1 5 6 5. 農業使用料 5 山村開発センター使用料                      5

91. 民生使用料 18 △8 10 1. 総合健康福祉センター △8 総合健康福祉センター使用料                    △8

使用料

　 　　計 20,119 1 20,120

（款） 65. 使用料及び手数料                        （項） 10. 手数料

15. 衛生手数料 148 △17 131 15. 犬の登録手数料 △17 犬の登録手数料                   △17

　 　　計 2,001 △17 1,984
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（款） 70. 国庫支出金                              （項） 5. 国庫負担金 （単位：千円）

5. 民生費国庫負担金 97,755 △4,315 93,440 5. 社会福祉費負担金 △915 障がい者自立支援負担金                  △179

障がい程度区分認定等事業費補助金                  △20

特別障がい者手当等給付費負担金                  △730

育成医療給付事業負担金                     14

15. 児童福祉費負担金 △1,119 児童扶養手当支給負担金                  △624

母子生活支援施設入所負担金                  △450

障害児通所給付費等負担金                   △45

20. 生活保護費負担金 △2,281 生活保護費負担金                △2,281

　 　　計 97,852 △4,315 93,537

（款） 70. 国庫支出金                              （項） 10. 国庫補助金

10. 民生費国庫補助金 18,991 △2,362 16,629 3. 社会福祉費補助金 △2,237 地域生活支援事業補助金                  △144

臨時福祉給付金                △1,075

臨時福祉給付金事業事務費補助金                △1,018

10. 国民健康保険基盤安定 214 国民健康保険基盤安定補助金                    214

補助金

12. 児童福祉費補助金 △339 子育て世帯に対する臨時特例給付金                 △240

子育て世帯に対する臨時特例給付                   △99
事務費補助金

25. 教育費国庫補助金 18,424 △550 17,874 15. 学校建設補助金 △550 公立学校施設整備費補助金                  △550

　 　　計 149,886 △2,912 146,974
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（款） 75. 県支出金                                （項） 5. 県負担金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

5. 民生費県負担金 27,969 △287 27,682 5. 社会福祉費負担金 △82 障がい者自立支援負担金                   △89

育成医療給付事業負担金                      7

15. 児童福祉費負担金 △247 母子生活支援施設入所負担金                  △225

障害児通所給付費等負担金                   △22

20. 生活保護費負担金 42 生活保護費負担金                     42

10. 衛生費県負担金 404 △125 279 5. 保健衛生費負担金 △125 健康増進事業費負担金                  △125

　 　　計 51,797 △412 51,385

（款） 75. 県支出金                                （項） 10. 県補助金

5. 総務費県補助金 27,192 △736 26,456 5. 総務管理費補助金 △736 生活交通体系構築支援補助金                △1,511

市町村交付金（国内交流事業）                  △100

市町村交付金（奥大山秋祭り事業）                 △118

市町村交付金（ふるさと大使）                   △24

若者定住等による集落活性化総合                  △333
対策事業費補助金

移住定住推進交付金                  △100

市町村交付金（ふるさと納税推進）                 1,450

10. 民生費県補助金 46,492 6,240 52,732 5. 社会福祉費補助金 △1 特別医療事務費補助金                   △32

障がい者自立支援補助金                   △50

市町村交付金                   △15
（しあわせづくり推進事業）

市町村交付金                    △5
（生活相談員設置事業）
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目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 75. 県支出金                                （項） 10. 県補助金 （単位：千円）

障がい者グループホーム等                   △10
夜間世話人設置事業補助金

とっとり支え愛活動支援補助金                    111

10. 老人福祉費補助金 △414 市町村交付金（嚥下機能評価事業）                 △100

後期高齢者医療基盤安定補助金                  △314

15. 児童福祉費補助金 5,015 第３子保育料軽減子育て支援事業費                 △850
補助金

障がい児保育事業補助金                  1,024

鳥取県中山間地域市町村保育料                  4,841
無償化等モデル事業費補助金

20. 国民健康保険基盤安定 1,640 国民健康保健基盤安定補助金                  1,640

補助金

15. 衛生費県補助金 423 △230 193 10. 保健衛生費補助金 △230 地域医療医学生支援事業補助金                  △230

17. 労働費県補助金 9,000 △4,000 5,000 5. 労働費補助金 △4,000 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業               △4,000
補助金

20. 農林水産業費県補助金 115,108 △4,635 110,473 5. 農業委員会費補助金 2 農業経営基盤強化事業事務                      2
取扱交付金

10. 農業振興費補助金 △2,364 中山間地域直接支払制度交付金                    △2

がんばる地域プラン支援事業補助金               △2,362

15. 農業基盤整備費補助金 △233 しっかり守る農業基盤交付金                  △233

20. 林業費補助金 △2,040 鳥獣被害防止総合対策交付金                    139

有害鳥獣対策事業補助金                  △146

造林事業補助金                △1,004

森林担い手育成対策事業補助金                   △56

森林整備地域活動支援交付金                  △540

森林環境保全税関連事業補助金                  △413
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（款） 75. 県支出金                                （項） 10. 県補助金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

森林整備・林業等振興推進交付金                   △20

25. 商工費県補助金 1,475 △125 1,350 5. 商工費補助金 △125 地方消費者行政活性化交付金                  △125

40. 教育費県補助金 9,769 △886 8,883 5. 教育費補助金 △392 スクールソーシャルワーカー                  △392
活用事業費補助金

15. 社会教育費補助金 △165 市町村交付金                    279
（人権推進員設置事業）

放課後子ども教室事業補助金                  △444

16. 小学校費補助金 △279 市町村交付金（自然教室事業）                  △175

養護学校通学支援事業費補助金                  △104

17. 中学校費補助金 △50 運動部活動推進事業費補助金                   △50

51. 消防費県補助金 1,421 △444 977 1. 消防防災施設整備費補 △444 市町村交付金                  △444
助金 （防災・危機管理対策）

　 　　計 220,572 △4,816 215,756

（款） 75. 県支出金                                （項） 15. 県委託金

5. 総務費県委託金 52,049 △2,686 49,363 5. 総務管理費委託金 △1,943 道の駅整備事業委託金                △1,943

20. 選挙費委託金 △752 衆議院議員選挙費委託金                  △752

25. 統計調査費委託金 9 統計調査委託金                      9

10. 民生費県委託金 619 △10 609 10. 生活保護費委託金 △10 生活保護費委託金                   △10

20. 土木費委託金 63,137 23,517 86,654 5. 道路橋梁委託金 23,517 県道維持連携共同事業委託金                 23,517

　 　　計 116,348 20,821 137,169
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目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 85. 寄附金                                  （項） 5. 寄附金 （単位：千円）

6. 総務費寄付金 6,550 3,256 9,806 1. 総務費寄付金 3,256 ふるさと応援基金寄付金                  3,256

　 　　計 6,550 3,256 9,806

（款） 100. 諸収入                                  （項） 15. 貸付金元利収入

5. 貸付金元利収入 6,563 △37 6,526 5. 貸付金元利収入 △37 小口融資貸付金収入                   △37

　 　　計 6,563 △37 6,526

（款） 100. 諸収入                                  （項） 25. 雑入

5. 給食事業収入 12,374 △1,174 11,200 5. 学校給食費 △1,174 学校給食費                △1,174

10. 雑入 41,308 △7,541 33,767 5. 雑入 △7,541 保育所雑入                  △154

自動販売機雑入                    △2

雇用保険雑入                     60

総合健康福祉センター管理運営費                   △23
負担金

住民検診負担金                     12

コミュニティー事業雑入                △7,600

その他雑入                    450

消防協会助成金                   △27

物件移転補償雑入                  △186

鳥獣被害防止総合対策事業費雑入                      9

子ども教室教材費負担雑入                   △80

　 　　計 53,682 △8,715 44,967

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 17 -　（一般会計）



（款） 105. 町債                                    （項） 5. 町債 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

5. 総務債 43,400 △25,500 17,900 5. 総務管理費債 △25,500 情報通信システム整備事業債                △8,300

水加工施設設備改良事業債               △17,200

15. 農林水産業債 6,100 △800 5,300 5. 農業費債 △800 がんばる地域支援事業債                  △800

18. 商工費債 111,200 △6,600 104,600 10. 商工債 △6,600 特産振興事業債                △6,600

22. 教育債 175,600 △12,900 162,700 1. 保健体育債 △12,200 給食センター設備改修事業債               △12,200

2. 学校教育債 △200 教育子育て支援対策事業                  △200

5. 社会教育費債 △500 明徳学園事業債                  △200

放課後子ども教室事業債                    300

集会所施設整備事業債                  △600

25. 消防債 2,000 △100 1,900 5. 消防費債 △100 消防施設整備事業債                  △100

90. 民生債 19,400 △4,200 15,200 5. 児童福祉費債 △4,200 保育料低減事業債                △2,800

児童福祉施設改修事業債                △1,400

　 　　計 513,318 △50,100 463,218
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目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３．歳　出

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

1. 一般管理費 240,246 1,582 241,828 60 1,522 3. 職員手当 500 職員手当等            500

　時間外手当            500

4. 共済費 △33 共済費           △33

　労災保険料           △83

　雇用保険料             50

5. 災害補償費 △126 災害補償費          △126

　公務災害補償費          △126

10. 交際費 100 交際費            100

12. 役務費 90 通信運搬費             90

13. 委託料 422 委託料            422

　人間ドック委託料          △210

　電算委託料            632

14. 使用料及び賃 △200 使用料及び賃借料          △200

借料 　事務機借上料          △200

19. 負担金補助及 829 負担金補助及び交付金            829

び交付金 　講習受講料           △45

　職員球技大会負担金            △7

　成人病検診負担金            203

　日野高校魅力向上            678
　コーディネーター負担金

5. 財産管理費 44,038 7,231 51,269 450 6,781 7. 賃金 △43 賃金           △43

　臨時職員賃金           △43

節

一般財源
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（款） 10. 総務費                                  （項） 5. 総務管理費 （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

11. 需用費 700 燃料費           △30

光熱水費            140

修繕料            590

12. 役務費 △30 手数料           △30

13. 委託料 △2,318 委託料        △2,318

　測量設計委託料        △2,224

　清掃委託料          △100

　庁舎等保守点検委託料              6

15. 工事請負費 100 工事請負費            100

　外灯設置工事請負費            100

17. 公有財産購入 8,172 公有財産購入費          8,172

費 　用地購入費          8,172

18. 備品購入費 650 備品購入費            650

　公用車購入費            650

6. 諸費 142,845 △34 142,811 △34 11. 需用費 △2 食糧費            △2

19. 負担金補助及 △32 負担金補助及び交付金           △32

び交付金 　行政諸会負担金           △32

7. 交通安全対 2,460 △91 2,369 △91 9. 旅費 △56 普通旅費            △3

策費 特別旅費           △53

11. 需用費 △4 消耗品費            △4

13. 委託料 △31 委託料           △31

　標識筆耕料           △31

節

一般財源
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（款） 10. 総務費                                  （項） 5. 総務管理費 （単位：千円）

9. 情報処理費 28,993 △866 28,127 △866 11. 需用費 36 修繕料             36

13. 委託料 △209 委託料          △209

　保守委託料          △209

14. 使用料及び賃 △676 使用料及び賃借料          △676

借料 　電算システムリース料          △632

　ソフトウェア使用料           △44

18. 備品購入費 △17 備品購入費           △17

　情報システム備品購入費           △17

13. 男女共同参 289 △100 189 △100 9. 旅費 △100 普通旅費          △100

画推進費

50. 企画費 6,866 △336 6,530 △336 11. 需用費 △5 消耗品費            △5

19. 負担金補助及 △331 負担金補助及び交付金          △331

び交付金 　西部広域行政管理組合負担金          △320

　鳥取県地域振興対策協議会負担金           △10

　西部地域振興協議会負担金            △1

52. 過疎バス対 61,787 1,503 63,290 △1,511 3,014 19. 負担金補助及 1,503 負担金補助及び交付金          1,503

策費 び交付金
　生活交通路線維持（補てん分）          △270
　補助金

　高齢者日常生活交通確保支援事業          1,773
　補助金

56. 国内交流事 634 0 634 △100 100 財源組替               

業費

60. 交流施設管 3,466 △43 3,423 △43 12. 役務費 △14 手数料           △14

理費 14. 使用料及び賃 △29 使用料及び賃借料           △29

借料 　簡易トイレ借上料           △29
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（款） 10. 総務費                                  （項） 5. 総務管理費 （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

68. 防災情報セ 7,161 △121 7,040 △121 7. 賃金 △40 賃金           △40

ンター管理 　臨時職員賃金           △40

費 11. 需用費 150 燃料費            150

12. 役務費 △183 通信運搬費          △183

14. 使用料及び賃 △33 使用料及び賃借料           △33

借料 　自動体外式除細動器リース料           △31

　施設管理使用料            △2

18. 備品購入費 △15 備品購入費           △15

　施設備品購入費           △15

69. 奥大山まち 6,323 △265 6,058 1,332 △1,597 4. 共済費 △46 共済費           △46

づくり推進 　社会保険料           △46

費 8. 報償費 189 報償費            189

　講師謝金           △50

　一般報償費            239

9. 旅費 △65 普通旅費           △40

特別旅費           △13

費用弁償旅費           △12

11. 需用費 △12 消耗品費              8

印刷製本費            △2

光熱水費           △18

12. 役務費 △4 通信運搬費            △4

13. 委託料 △319 委託料          △319

　横断幕作成委託料           △63
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節

一般財源



（款） 10. 総務費                                  （項） 5. 総務管理費 （単位：千円）

　商品発送作業委託料          △256

14. 使用料及び賃 △8 使用料及び賃借料            △8

借料 　施設借上料            △5

　高速道路使用料            △3

70. 文書管理費 7,352 620 7,972 620 11. 需用費 420 消耗品費            420

12. 役務費 200 通信運搬費            200

71. 広報公聴費 1,651 0 1,651 △24 24 財源組替               

72. 集落団体活 13,787 △8,538 5,249 △7,600 △938 12. 役務費 △115 保険料          △115

動支援事業 19. 負担金補助及 △8,423 負担金補助及び交付金        △8,423

費 び交付金 　コミュニティー助成事業補助金        △7,600

　環境美化支援事業補助金          △823

75. 産業振興費 201,736 △5,043 196,693 △1,943 △23,800 20,700 13. 委託料 △392 委託料          △392

　設計監理委託料          △549

　横断幕作成委託料            157

15. 工事請負費 △4,443 工事請負費        △4,443

　施設整備工事請負費        △4,443

18. 備品購入費 △208 備品購入費          △208

　施設備品購入費          △208

87. 情報通信設 35,376 4 35,380 △186 190 12. 役務費 4 手数料              4

備管理運営

事業費

97. 地域おこし 32,732 △1,050 31,682 △433 △617 9. 旅費 263 普通旅費            263

支援事業費 11. 需用費 △66 燃料費           △17

印刷製本費           △49

12. 役務費 △266 保険料          △266
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（款） 10. 総務費                                  （項） 5. 総務管理費 （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

14. 使用料及び賃 △17 使用料及び賃借料           △17

借料 　高速道路等使用料           △17

15. 工事請負費 △185 工事請負費          △185

　施設整備工事請負費          △185

18. 備品購入費 △279 備品購入費          △279

　施設備品購入費          △279

19. 負担金補助及 △500 負担金補助及び交付金          △500

び交付金 　若者定住等総合対策補助金          △500

99. 地域の元気 116,983 △3,925 113,058 △1,400 △4,686 2,161 13. 委託料 △160 委託料          △160

臨時交付金 　設計監理委託料          △160

基金事業費 15. 工事請負費 △3,765 工事請負費        △3,765

　施設修繕工事請負費            △4

　施設整備工事請負費          △105

　農道修繕工事請負費        △3,656

　計 998,062 △9,472 988,590 △2,679 △25,200 △11,962 30,369

（款） 10. 総務費                                  （項） 10. 徴税費

5. 税務総務費 38,437 2,768 41,205 2,768 13. 委託料 2,768 委託料          2,768

　限図修正委託料          △147

　システム改修委託料          2,915

　計 41,722 2,768 44,490 2,768
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節
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（款） 10. 総務費                                  （項） 20. 選挙費 （単位：千円）

5. 選挙管理委 576 △229 347 △229 9. 旅費 △270 特別旅費          △270

員会費 11. 需用費 41 消耗品費             41

45. 衆議院議員 5,566 △1,141 4,425 △752 △389 3. 職員手当 △869 職員手当等          △869

選挙費 　時間外手当          △865

　特殊勤務手当            △4

7. 賃金 △30 賃金           △30

　臨時職員賃金           △29

　通勤手当分            △1

11. 需用費 △143 消耗品費          △118

食糧費           △17

印刷製本費            △8

12. 役務費 △9 通信運搬費            △1

手数料            △8

14. 使用料及び賃 △39 使用料及び賃借料           △39

借料 　事務機借上料           △39

18. 備品購入費 △51 備品購入費           △51

　選挙事務用備品購入費           △51

　計 9,043 △1,370 7,673 △752 △618

（款） 10. 総務費                                  （項） 25. 統計調査費

10. 指定統計費 1,478 5 1,483 9 △4 1. 報酬 △1 非常勤特別職等報酬            △1

　統計調査員報酬            △1

9. 旅費 △2 普通旅費            △1

費用弁償旅費            △1

11. 需用費 10 消耗品費             10
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（款） 10. 総務費                                  （項） 25. 統計調査費 （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

12. 役務費 △2 通信運搬費            △2

　計 1,485 5 1,490 9 △4

（款） 15. 民生費                                  （項） 5. 社会福祉費

5. 社会福祉総 96,670 1,182 97,852 1,239 △57 3. 職員手当 70 職員手当等             70

務費 　時間外手当             70

4. 共済費 39 共済費             39

　共済組合負担金             38

　共済組合互助会負担金              1

9. 旅費 △34 特別旅費           △34

14. 使用料及び賃 △3 使用料及び賃借料            △3

借料 　施設使用料            △3

19. 負担金補助及 △1,364 負担金補助及び交付金        △1,364

び交付金 　西部広域行政管理組合負担金            143

　県後期高齢者医療広域連合負担金          △277

　とっとり支え愛活動支援補助金        △1,230

28. 繰出金 2,474 繰出金          2,474

　国民健康保険特別会計繰出金          2,474
　（基盤安定分）

10. 特別医療費 18,237 △63 18,174 △32 △31 12. 役務費 △63 手数料           △63

12. 障がい者福 103,963 2,859 106,822 △1,201 4,060 11. 需用費 △15 消耗品費           △15

祉費 13. 委託料 △47 委託料           △47

　意見書作成委託料           △20
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（款） 15. 民生費                                  （項） 5. 社会福祉費 （単位：千円）

　育成医療嘱託医審査委託料           △27

19. 負担金補助及 △84 負担金補助及び交付金           △84

び交付金 　西部広域障がい認定審査会負担金            △5

　障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ夜間世話人           △21
　配置事業費補助金

　自立支援協議会負担金           △44

　障がい児通園施設利用者負担金           △20
　軽減事業

　障がい者実態・ニーズ調査負担金              6

20. 扶助費 △770 扶助費          △770

　身体障がい者補装具給付          △359

　更生医療費扶助           △30

　特別障がい者手当扶助費          △427

　地域生活支援事業           △22

　育成医療扶助費             68

23. 償還金利子及 3,775 償還金利子及び割引料          3,775

び割引料 　国庫支出金精算返還金          2,461

　県支出金精算返還金          1,314

15. 老人福祉費 182,119 △8,176 173,943 △414 △7,762 7. 賃金 △50 賃金           △50

　通勤手当分             13

　指導者賃金           △63

8. 報償費 60 報償費             60

　委員報償費             60

9. 旅費 △40 普通旅費           △17

特別旅費           △23
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（款） 15. 民生費                                  （項） 5. 社会福祉費 （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

11. 需用費 △3 消耗品費             37

燃料費           △40

14. 使用料及び賃 △40 使用料及び賃借料           △40

借料 　システム使用料           △40

19. 負担金補助及 △7,714 負担金補助及び交付金        △7,714

び交付金 　後期高齢療養給付費負担金        △7,714

20. 扶助費 30 扶助費             30

　家族介護用品支給             30

28. 繰出金 △419 繰出金          △419

　後期高齢者医療特別会計繰出金          △419

50. 同和対策費 6,588 △243 6,345 △5 △238 1. 報酬 △43 非常勤特別職等報酬           △43

　審議委員長、委員報酬           △43

8. 報償費 △73 報償費           △73

　講師謝金           △20

　一般報償費           △53

9. 旅費 △120 特別旅費          △120

11. 需用費 △7 燃料費            △7

51. 人権対策費 1,269 △179 1,090 △179 8. 報償費 △113 報償費          △113

　講師謝金          △113

12. 役務費 △66 手数料           △66

60. 町民総務費 1,079 △366 713 △366 8. 報償費 △124 報償費          △124

　戦没者追悼式謝金           △10

　敬老記念品           △24
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（款） 15. 民生費                                  （項） 5. 社会福祉費 （単位：千円）

　高齢者顕彰記念品           △90

11. 需用費 △80 消耗品費           △53

食糧費           △27

12. 役務費 △2 手数料            △2

20. 扶助費 △160 扶助費          △160

　高齢者介護年手当金          △160

67. 総合健康福 8,432 △366 8,066 △33 △333 11. 需用費 △49 燃料費             20

祉センター 光熱水費           △69

管理運営費 14. 使用料及び賃 △252 使用料及び賃借料          △252

借料 　事務機器借上料          △194

　テレビ受信料他              1

　玄関マットリース料             11

　駐車場使用料           △70

15. 工事請負費 △64 工事請負費           △64

　施設修繕工事請負費           △64

27. 公課費 △1 公課費            △1

　自動車重量税            △1

70. しあわせづ 90 △30 60 △15 △15 19. 負担金補助及 △30 負担金補助及び交付金           △30

くり推進事 び交付金 　ボランティア育成補助金           △30

業費

97. 交通弱者対 1,790 150 1,940 726 △576 11. 需用費 30 消耗品費             30

策事業費 19. 負担金補助及 120 負担金補助及び交付金            120

び交付金 　タクシー利用助成補助金            120

98. 臨時福祉給 13,280 △2,093 11,187 △2,093 3. 職員手当 △54 職員手当等           △54

付事業 　時間外手当           △54
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（款） 15. 民生費                                  （項） 5. 社会福祉費 （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

7. 賃金 △82 賃金           △82

　臨時職員賃金           △82

12. 役務費 △53 通信運搬費           △17

手数料           △36

13. 委託料 △829 委託料          △829

　給付システム導入委託料          △829

19. 負担金補助及 △1,075 負担金補助及び交付金        △1,075

び交付金 　臨時福祉給付金給付        △1,075

　計 444,386 △7,325 437,061 △1,795 △33 △5,497

（款） 15. 民生費                                  （項） 10. 児童福祉費

5. 児童福祉総 34,670 △339 34,331 △339 12. 役務費 △39 通信運搬費           △25

務費 手数料           △14

13. 委託料 △60 委託料           △60

　システム改修委託料           △60

20. 扶助費 △240 扶助費          △240

　児童手当扶助費          △240

10. 児童福祉施 110,313 △3 110,310 5,015 △2,800 408 △2,626 2. 給料 △718 給料          △718

設費 　職員給（一般）          △718

3. 職員手当 △75 職員手当等           △75

　管理職手当           △75

4. 共済費 48 共済費             48

　共済組合負担金           △69
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（款） 15. 民生費                                  （項） 10. 児童福祉費 （単位：千円）

　社会保険料            117

7. 賃金 742 賃金            742

　臨時職員賃金            742

20. 母子父子福 9,504 △2,701 6,803 △1,299 △1,402 8. 報償費 △26 報償費           △26

祉費 　委員報償費           △26

12. 役務費 △3 通信運搬費            △3

20. 扶助費 △2,672 扶助費        △2,672

　児童扶養手当扶助費        △1,872

　母子生活支援施設入所費          △600

　母子家庭自立支援高等技術技能          △200
　訓練促進費

25. 児童措置費 157 △41 116 △67 26 12. 役務費 △3 手数料            △3

20. 扶助費 △70 扶助費           △70

　障がい児通所給付費           △70

23. 償還金利子及 32 償還金利子及び割引料             32

び割引料 　国庫負担金返還金             21

　県費負担金返還金             11

　計 154,945 △3,084 151,861 3,310 △2,800 408 △4,002

（款） 15. 民生費                                  （項） 15. 生活保護費

5. 生活保護総 18,709 630 19,339 630 7. 賃金 △40 賃金           △40

務費 　嘱託医賃金           △40

11. 需用費 △21 燃料費           △20

印刷製本費            △1

20. 扶助費 △136 扶助費          △136

　住宅手当緊急特別措置扶助費          △136
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（款） 15. 民生費                                  （項） 15. 生活保護費 （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

23. 償還金利子及 827 償還金利子及び割引料            827

び割引料 　国庫支出金精算返還金            827

10. 生活保護扶 33,970 △3,267 30,703 △2,249 △1,018 20. 扶助費 △3,267 扶助費        △3,267

助費 　生活保護扶助費        △3,257

　生活保護見舞金           △10

　計 52,679 △2,637 50,042 △2,249 △388

（款） 20. 衛生費                                  （項） 5. 保健衛生費

5. 保健衛生総 52,881 △837 52,044 △230 △607 3. 職員手当 △85 職員手当等           △85

務費 　住居手当              2

　通勤手当             13

　時間外手当          △100

4. 共済費 △44 共済費           △44

　共済組合負担金           △45

　共済組合互助会負担金              1

7. 賃金 △218 賃金          △218

　臨時職員賃金          △171

　通勤手当分           △47

8. 報償費 △20 報償費           △20

　一般報償費           △20

9. 旅費 △20 特別旅費           △20
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（款） 20. 衛生費                                  （項） 5. 保健衛生費 （単位：千円）

19. 負担金補助及 △450 負担金補助及び交付金          △450

び交付金 　西部広域行政管理組合負担金          △214

　地域医療医学生支援事業補助金          △230

　研修参加負担金            △6

10. 予防費 14,151 △2,037 12,114 △17 △2,020 11. 需用費 △8 消耗品費            △5

燃料費            △3

13. 委託料 △1,859 委託料        △1,859

　法定接種委託料        △1,859

19. 負担金補助及 △170 負担金補助及び交付金          △170

び交付金 　風しんワクチン接種費助成費          △170

15. 母子衛生費 3,881 △438 3,443 △438 8. 報償費 △25 報償費           △25

　講師謝金           △25

11. 需用費 △40 消耗品費           △35

医薬材料費            △5

12. 役務費 6 手数料              6

13. 委託料 162 委託料            162

　妊婦乳児一般健康診査委託料            165

　健診医師委託料            △3

19. 負担金補助及 △541 負担金補助及び交付金          △541

び交付金 　妊婦一般健康診査負担金          △145

　不妊治療費助成金          △396

20. 健康増進対 13,088 △361 12,727 △125 12 △248 11. 需用費 △46 消耗品費           △19

策費 燃料費           △14

印刷製本費           △12

医薬材料費            △1
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（款） 20. 衛生費                                  （項） 5. 保健衛生費 （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

12. 役務費 △7 通信運搬費            △7

13. 委託料 △308 委託料          △308

　クレアチニン検査委託料            △1

　検査委託料          △240

　子宮がん健診委託（女性）           △16

　生活保護受給者特定健診           △14
　（県健康増進）

　追加検査委託（生保該当者以外）            △2

　各種がん検診           △35

　計 84,001 △3,673 80,328 △355 △5 △3,313

（款） 20. 衛生費                                  （項） 10. 清掃費

10. 塵芥処理費 91,004 △2,804 88,200 △2,804 19. 負担金補助及 △2,804 負担金補助及び交付金        △2,804

び交付金 　西部広域行政管理組合負担金        △2,804

　計 113,485 △2,804 110,681 △2,804

（款） 25. 労働費                                  （項） 1. 失業対策費

5. 緊急地域雇 9,000 △4,000 5,000 △4,000 13. 委託料 △4,000 委託料        △4,000

用対策事業 　高齢者地域就業促進事業委託料        △4,000

費

　計 9,000 △4,000 5,000 △4,000
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（款） 30. 農林水産業費                            （項） 5. 農業費 （単位：千円）

1. 農業委員会 20,174 △218 19,956 2 △220 1. 報酬 △220 非常勤特別職等報酬          △220

費 　農業委員報酬          △220

9. 旅費 △40 普通旅費             20

特別旅費           △60

11. 需用費 42 消耗品費             42

2. 農業総務費 73,783 △220 73,563 △220 3. 職員手当 △120 職員手当等          △120

　時間外手当          △100

　児童手当           △20

11. 需用費 △100 修繕料          △100

3. 農業振興費 118,385 △3,466 114,919 △2,364 △800 △302 4. 共済費 15 共済費             15

　社会保険料             15

19. 負担金補助及 △3,482 負担金補助及び交付金        △3,482

び交付金 　中山間地域直接支払制度交付金            △3

　がんばる地域プラン支援事業        △3,104

　耕作放棄地再生推進事業負担金          △375

23. 償還金利子及 1 償還金利子及び割引料              1

び割引料 　中山間地域直接支払交付金償還金              1

4. 畜産振興費 2,305 △30 2,275 △30 8. 報償費 △30 報償費           △30

　共進会出展者報償費           △30

12. 市民農園施 971 △447 524 △447 11. 需用費 △123 燃料費            △9

設管理事業 光熱水費          △100

費 修繕料           △14

12. 役務費 △13 手数料           △13

13. 委託料 △311 委託料          △311

　施設管理委託料          △133

　保守点検委託料          △178
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（款） 30. 農林水産業費                            （項） 5. 農業費 （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

14. 山村開発セ 3,185 △150 3,035 5 △155 11. 需用費 △177 光熱水費          △200

ンター管理 修繕料             23

費 18. 備品購入費 27 備品購入費             27

　施設備品購入費             27

51. 土地改良費 17,665 △3,318 14,347 △3,318 11. 需用費 3 消耗品費              3

19. 負担金補助及 △3,321 負担金補助及び交付金        △3,321

び交付金 　県営農村災害対策整備事業負担金        △2,908

　日本型農業直接支払交付金          △413

55. 地域総合開 23,483 △67 23,416 △67 8. 報償費 △6 報償費            △6

発事業費 　一般報償費            △6

11. 需用費 △5 燃料費            △5

14. 使用料及び賃 △5 使用料及び賃借料            △5

借料 　高速道路使用料            △5

19. 負担金補助及 △51 負担金補助及び交付金           △51

び交付金 　地域用水環境整備事業負担金           △51

57. 農業施設維 4,447 △1,115 3,332 △233 △653 △229 15. 工事請負費 △1,118 工事請負費        △1,118

持費 　施設修繕工事請負費        △1,118

19. 負担金補助及 3 負担金補助及び交付金              3

び交付金 　県土地改良連合会負担金              3

59. 地籍調査費 39,318 589 39,907 589 19. 負担金補助及 589 負担金補助及び交付金            589

び交付金 　職員派遣負担金            589

　計 382,899 △8,442 374,457 △2,595 △800 △648 △4,399
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節

一般財源



（款） 30. 農林水産業費                            （項） 10. 林業費 （単位：千円）

5. 林業総務費 15,865 △839 15,026 △1,036 9 188 8. 報償費 △113 報償費          △113

　鳥獣捕獲報償費          △113

11. 需用費 △10 消耗品費           △10

13. 委託料 △256 委託料          △256

　有害鳥獣駆除委託料          △168

　ナラ枯れ駆除防止委託料           △20

　下刈り委託料           △68

19. 負担金補助及 △476 負担金補助及び交付金          △476

び交付金
　森林整備事業担い手育成事業           △63
　補助金

　森林環境保全税関連事業          △413
　（竹林整備）補助金

22. 補償補填及び 16 補償補填及び賠償金             16

賠償金 　立木補償費             16

10. 町行造林費 0 0 0 △1,004 1,004 財源組替               

40. 林業地域総 4,798 △130 4,668 △130 28. 繰出金 △130 繰出金          △130

合整備事業 　林業集落排水事業特別会計繰出金          △130

費

　計 21,191 △969 20,222 △2,040 9 1,062

（款） 35. 商工費                                  （項） 5. 商工費

5. 商工振興費 3,063 △37 3,026 △37 21. 貸付金 △37 貸付金           △37

　中小企業小口融資貸付金           △37

15. 自然保護費 336 △32 304 △32 11. 需用費 △5 燃料費            △5
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（款） 35. 商工費                                  （項） 5. 商工費 （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

19. 負担金補助及 △27 負担金補助及び交付金           △27

び交付金 　大山の山頂を保護する会負担金           △10

　国立公園清掃事業負担金            △7

　全国国立公園協会負担金           △10

20. 消費者行政 672 △125 547 △125 9. 旅費 △4 普通旅費            △4

推進費 11. 需用費 △121 消耗品費          △121

25. 企業誘致対 2,041 △55 1,986 △55 8. 報償費 △10 報償費           △10

策費 　一般報償費           △10

9. 旅費 △40 普通旅費           △10

特別旅費           △30

14. 使用料及び賃 △5 使用料及び賃借料            △5

借料 　高速道路使用料            △5

35. 観光施設管 11,603 397 12,000 397 8. 報償費 △40 報償費           △40

理事業費 　委員報償費           △40

11. 需用費 1,057 燃料費            819

修繕料            238

13. 委託料 △270 委託料          △270

　保守点検委託料          △270

14. 使用料及び賃 △350 使用料及び賃借料          △350

借料 　自動車借上料           △30

　事務機借上料          △320

　計 32,772 148 32,920 △125 △37 310
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節
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（款） 40. 土木費                                  （項） 5. 道路橋梁費 （単位：千円）

5. 道路橋梁総 20,816 1 20,817 1 4. 共済費 1 共済費              1

務費 　共済組合負担金              1

10. 道路維持費 127,561 39,717 167,278 23,023 16,694 4. 共済費 △15 共済費           △15

　雇用保険料           △15

7. 賃金 △28 賃金           △28

　臨時職員賃金           △28

11. 需用費 500 修繕料            500

13. 委託料 28,350 委託料         28,350

　除雪委託料他          9,500

　作業委託料（連携共同事業分）          △545

　除雪委託料（連携共同事業分）         19,395

15. 工事請負費 12,000 工事請負費         12,000

　道路修繕工事請負費          7,000

　県道維持修繕工事請負費          5,000
　（連携共同事業分）

16. 原材料費 △1,090 原材料費        △1,090

　道路補修材料        △1,090

15. 道路新設改 57,186 494 57,680 494 13. 委託料 △106 委託料          △106

良費 　県事業委託料          △106

15. 工事請負費 600 工事請負費            600

　道路新設改良工事請負費            600

　計 206,103 40,212 246,315 23,517 16,695
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（款） 40. 土木費                                  （項） 15. 下水道費 （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. 下水道費 35,790 △2,204 33,586 △2,204 28. 繰出金 △2,204 繰出金        △2,204

　特定環境保全公共下水道特別会計        △2,204
　繰出金

　計 35,790 △2,204 33,586 △2,204

（款） 45. 消防費                                  （項） 5. 消防費

5. 非常備消防 83,423 △7,323 76,100 △80 △8,300 △27 1,084 8. 報償費 △100 報償費          △100

費 　講師謝金          △100

9. 旅費 △545 特別旅費          △545

11. 需用費 △173 消耗品費           △68

食糧費           △73

修繕料           △32

12. 役務費 △153 通信運搬費          △117

手数料           △36

13. 委託料 △8,360 委託料        △8,360

　設計委託料        △8,360

18. 備品購入費 △13 備品購入費           △13

　消防団備品購入費           △13

19. 負担金補助及 2,021 負担金補助及び交付金          2,021

び交付金 　西部広域行政管理組合負担金          2,059

　消防学校入校負担金           △38

10. 消防施設費 3,800 △120 3,680 △389 △100 369 18. 備品購入費 △120 備品購入費          △120

　消防資機材購入費          △120
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（款） 45. 消防費                                  （項） 5. 消防費 （単位：千円）

25. 防災費 7,864 164 8,028 △475 639 8. 報償費 △72 報償費           △72

　講師謝金           △72

9. 旅費 △2 費用弁償旅費            △2

11. 需用費 110 消耗品費            110

18. 備品購入費 128 備品購入費            128

　防災資機材購入費            128

　計 95,231 △7,279 87,952 △944 △8,400 △27 2,092

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

5. 教育委員会 2,411 △62 2,349 △62 1. 報酬 △62 非常勤特別職等報酬           △62

費 　教育相談員報酬           △62

10. 事務局費 48,633 △2 48,631 △2 11. 需用費 23 修繕料             23

19. 負担金補助及 △25 負担金補助及び交付金           △25

び交付金 　西部広域行政管理組合負担金            △4

　県教育委員会研究協議会負担金            △6

　西部町村就学指導推進協議会            △5
　負担金

　町教育振興会補助金            △5

　全国教育長会大会参加費            △5

20. スクールソ 2,741 △586 2,155 △392 △200 6 7. 賃金 △585 賃金          △585

ーシャルワ 　相談員賃金          △585

ーカー事業 13. 委託料 △1 委託料            △1

費 　審査委託料            △1

25. 通学支援事 2,820 △304 2,516 △104 △200 11. 需用費 △191 燃料費          △191

業費 13. 委託料 △113 委託料          △113

　学校通学支援事業委託料              9
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（款） 50. 教育費                                  （項） 5. 教育総務費 （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

　養護学校通学支援事業委託料          △122

　計 59,986 △954 59,032 △496 △200 △258

（款） 50. 教育費                                  （項） 10. 小学校費

5. 学校管理費 10,662 △73 10,589 4 △77 4. 共済費 5 共済費              5

　社会保険料              5

11. 需用費 34 燃料費            134

光熱水費          △100

14. 使用料及び賃 △112 使用料及び賃借料          △112

借料 　自動体外式除細動器リース料           △33

　事務機借上料           △60

　テレビ受信料他           △19

10. 教育振興費 14,724 △1,230 13,494 △175 △1,055 4. 共済費 △20 共済費           △20

　社会保険料           △20

8. 報償費 △11 報償費           △11

　自然教室推進事業報償費           △11

9. 旅費 △2 普通旅費            △2

11. 需用費 △40 消耗品費            △7

食糧費           △33
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（款） 50. 教育費                                  （項） 10. 小学校費 （単位：千円）

14. 使用料及び賃 △84 使用料及び賃借料           △84

借料 　自動車借上料           △61

　自然教室施設借上料           △23

19. 負担金補助及 △953 負担金補助及び交付金          △953

び交付金 　修学旅行引率教員補助金              3

　スキー教室引率補助金           △45

　遠距離通学費補助金          △911

20. 扶助費 △120 扶助費          △120

　要保護児童等就学援助費          △120

　計 25,386 △1,303 24,083 △175 4 △1,132

（款） 50. 教育費                                  （項） 15. 中学校費

5. 学校管理費 8,839 △577 8,262 △577 11. 需用費 △520 燃料費          △320

光熱水費          △200

14. 使用料及び賃 △57 使用料及び賃借料           △57

借料 　事務機借上料           △20

　自動車借上料            △4

　自動体外式除細動器リース料           △33

10. 教育振興費 17,071 △401 16,670 △50 △351 8. 報償費 △101 報償費          △101

　講師謝金          △101

19. 負担金補助及 △300 負担金補助及び交付金          △300

び交付金 　生徒派遣費補助金          △300

15. 学校建設事 67,544 0 67,544 △550 550 財源組替               

業費

　計 93,454 △978 92,476 △600 △378
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（款） 50. 教育費                                  （項） 20. 社会教育費 （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. 社会教育総 34,162 55 34,217 55 3. 職員手当 60 職員手当等             60

務費 　時間外手当             60

11. 需用費 △5 燃料費            △5

10. 公民館費 2,322 △347 1,975 △347 11. 需用費 △20 燃料費            △8

食糧費           △10

印刷製本費            △2

12. 役務費 △8 通信運搬費            △8

13. 委託料 △2 委託料            △2

　業務委託料            △2

14. 使用料及び賃 △317 使用料及び賃借料          △317

借料 　自動車借上料           △35

　事務機借上料　　          △282

15. 文化財保護 272 △39 233 △39 1. 報酬 △19 非常勤特別職等報酬           △19

費 　保護審議委員長、委員報酬           △19

8. 報償費 △20 報償費           △20

　一般報償費           △20

9. 旅費 △4 普通旅費            △4

11. 需用費 4 消耗品費              4

25. 明徳学園費 1,072 △179 893 △200 21 8. 報償費 △166 報償費          △166

　講師謝金          △166

9. 旅費 △6 普通旅費            △6

11. 需用費 △7 燃料費            △7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 44 -　（一般会計）

節

一般財源



（款） 50. 教育費                                  （項） 20. 社会教育費 （単位：千円）

30. 同和教育費 4,099 △200 3,899 279 △479 9. 旅費 △200 特別旅費          △200

35. 集会所費 11,437 △283 11,154 △600 317 15. 工事請負費 △283 工事請負費          △283

　施設修繕工事請負費          △283

40. 図書館費 10,876 △1,394 9,482 △1,394 13. 委託料 △1,394 委託料        △1,394

　図書システム保守委託料        △1,394

52. 放課後子ど 7,250 △168 7,082 △400 300 △80 12 4. 共済費 △22 共済費           △22

も教室事業 　社会保険料           △22

7. 賃金 △100 賃金          △100

　臨時職員賃金          △100

8. 報償費 4 報償費              4

　委員報償費              4

9. 旅費 △18 普通旅費           △18

11. 需用費 △5 燃料費            △6

食糧費              1

12. 役務費 △26 通信運搬費           △18

保険料            △8

23. 償還金利子及 △1 償還金利子及び割引料            △1

び割引料 　補助金精算償還金            △1

53. 学校支援地 312 △216 96 △44 △172 8. 報償費 △186 報償費          △186

域事業費 　講師謝金            △6

　一般報償費          △180

9. 旅費 △5 普通旅費            △5

11. 需用費 △12 消耗品費            △9

燃料費            △3

12. 役務費 △13 保険料           △13

　計 72,367 △2,771 69,596 △165 △500 △80 △2,026
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（款） 50. 教育費                                  （項） 25. 保健体育費 （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. 保健体育総 3,040 △72 2,968 △72 11. 需用費 △100 食糧費           △90

務費 修繕料           △10

12. 役務費 △9 保険料            △9

14. 使用料及び賃 △7 使用料及び賃借料            △7

借料 　高速道路使用料            △7

18. 備品購入費 44 備品購入費             44

　施設備品購入費             44

10. 運動公園管 14,990 △542 14,448 △542 11. 需用費 △214 燃料費           △30

理費 食糧費            △2

光熱水費          △110

医薬材料費           △72

12. 役務費 △3 通信運搬費            △3

13. 委託料 △251 委託料          △251

　運動公園保守管理委託料          △251

14. 使用料及び賃 △45 使用料及び賃借料           △45

借料 　テレビ受信料           △11

　自動体外式除細動器リース料           △34

15. 工事請負費 △28 工事請負費           △28

　施設修繕工事請負費           △28

18. 備品購入費 △1 備品購入費            △1

　施設備品購入費            △1

15. 学校給食費 28,708 0 28,708 △1,174 1,174 11. 需用費 194 燃料費            194
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（款） 50. 教育費                                  （項） 25. 保健体育費 （単位：千円）

12. 役務費 3 通信運搬費              3

13. 委託料 △197 委託料          △197

　給食センター各種委託料          △197

16. 給食センタ 273,348 0 273,348 △12,200 4,686 7,514 財源組替               

ー移転事業

　計 320,086 △614 319,472 △12,200 3,512 8,074

（款） 55. 災害復旧費                              （項） 15. その他災害復旧費

5. その他災害 27,393 △400 26,993 500 △900 19. 負担金補助及 △400 負担金補助及び交付金          △400

復旧費 び交付金 　家屋等災害復旧補助金          △400

　計 27,393 △400 26,993 500 △900

（款） 60. 公債費                                  （項） 5. 公債費

5. 元金 447,877 △1 447,876 △1 23. 償還金利子及 △1 償還金利子及び割引料            △1

び割引料 　元金償還金            △1

10. 利子 46,077 △1,299 44,778 △1,299 23. 償還金利子及 △1,299 償還金利子及び割引料        △1,299

び割引料 　利子償還金        △1,299

　計 493,954 △1,300 492,654 △1,300

（款） 65. 諸支出金                                （項） 10. 基金費

90. 財政調整基 51,085 △50,000 1,085 △50,000 25. 積立金 △50,000 積立金       △50,000

金費 　財政調整基金積立金       △50,000

92. ふるさと応 5,702 3,256 8,958 3,256 25. 積立金 3,256 積立金          3,256

援基金費 　ふるさと応援基金積立金          3,256

　計 58,614 △46,744 11,870 3,256 △50,000
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（款） 90. 予備費                                  （項） 90. 予備費 （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

90. 予備費 238 26,344 26,582 26,344 予備費         26,344

　計 238 26,344 26,582 26,344
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