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議 案 第 ７ 号 

 

平成２９年度益城町一般会計補正予算（第９号） 

 

   平成２９年度益城町一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ１，６１７，８６８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

   ４８，９０８，２９４千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加、廃止及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

    平成３０年３月６日 提出 

 

 

益城町長 西 村 博 則    
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正
歳　入 （単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

  1. 町　　　税 ２，５８４，３２９ ３９２，８４１ ２，９７７，１７０

  1. 町　民　税 ８１６，２０３ ３８７，６０５ １，２０３，８０８

  2. 固定資産税 １，４７５，１９１ ３１４ １，４７５，５０５

  3. 軽自動車税 ９５，４３５ ４，９２２ １００，３５７

 14. 分担金及び負担金 １５８，９１９ △４５６ １５８，４６３

  2. 負担金 １５８，９１９ △４５６ １５８，４６３

 15. 使用料及び手数料 １４０，１６６ △２，９１６ １３７，２５０

  1. 使用料 １２２，０８９ △２，９０２ １１９，１８７

  2. 手数料 １８，０７７ △１４ １８，０６３

 16. 国庫支出金 １８，６１４，８６２ １，４１６，９２１ ２０，０３１，７８３

  1. 国庫負担金 ９，１７３，４６７ △２８，７５０ ９，１４４，７１７

  2. 国庫補助金 ９，４３１，０１１ １，４４５，６７３ １０，８７６，６８４

  3. 国庫委託金 １０，３８４ △２ １０，３８２

 17. 県支出金 ５，８８０，２４０ △３７２，２７９ ５，５０７，９６１

  1. 県負担金 ８１８，０５６ △８２６ ８１７，２３０

  2. 県補助金 ５，００７，４７３ △３７４，３０６ ４，６３３，１６７

  3. 県委託金 ５４，７１１ ２，８５３ ５７，５６４

 18. 財産収入 ４５，７９７ ６，８８３ ５２，６８０

  2. 財産売払収入 ３３，１５８ ６，８８３ ４０，０４１

 19. 寄　附　金 ８７，１１８ ２３，３０８ １１０，４２６

  1. 寄　附　金 ８７，１１８ ２３，３０８ １１０，４２６

 20. 繰　入　金 １，９５７，０００ △１，９５７，０００ ０

  2. 基金繰入金 １，９５７，０００ △１，９５７，０００ ０

 22. 諸　収　入 １１９，９７６ ９０２，６６６ １，０２２，６４２

  5. 雑　　　入 １０３，０７６ ９０２，６６６ １，００５，７４２



（単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

 23. 町　　　債 １２，３２８，４００ １，２０７，９００ １３，５３６，３００

  1. 町　　　債 １２，３２８，４００ １，２０７，９００ １３，５３６，３００

歳               入               合               計 ４７，２９０，４２６ １，６１７，８６８ ４８，９０８，２９４
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歳　出 （単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

  1. 議　会　費 １１６，１９０ ４０ １１６，２３０

  1. 議　会　費 １１６，１９０ ４０ １１６，２３０

  2. 総　務　費 ３，１６９，９９７ ３，５８６ ３，１７３，５８３

  1. 総務管理費 ２，８９９，３０２ ４，４２５ ２，９０３，７２７

  2. 徴　税　費 １５９，６４５ △１６０ １５９，４８５

  3. 戸籍住民基本台帳費 ７４，３８７ △４９６ ７３，８９１

  5. 統計調査費 １，１２７ △１８１ ９４６

  6. 監査委員費 ８，９９５ △２ ８，９９３

  3. 民　生　費 ６，１００，６７２ △７７，９６９ ６，０２２，７０３

  1. 社会福祉費 ３，１２３，２９７ △３，６６７ ３，１１９，６３０

  2. 児童福祉費 ２，３２６，３０６ △４８，５６１ ２，２７７，７４５

  3. 災害救助費 ６５１，０６９ △２５，７４１ ６２５，３２８

  4. 衛　生　費 １１，３７４，４３３ △２，８５６，６９８ ８，５１７，７３５

  1. 保健衛生費 ９９２，６１７ △２４，７７４ ９６７，８４３

  2. 清　掃　費 １０，３８１，８１６ △２，８３１，９２４ ７，５４９，８９２

  6. 農林水産業費 １，３２２，８５１ △５７，６６９ １，２６５，１８２

  1. 農　業　費 １，３１５，０２６ △５７，６６９ １，２５７，３５７

  7. 商　工　費 ７４，７１２ △８０ ７４，６３２

  1. 商　工　費 ７４，７１２ △８０ ７４，６３２

  8. 土　木　費 ３，９２０，４１０ １，９５５，２３３ ５，８７５，６４３

  1. 土木管理費 １１１，６６５ １，２１３ １１２，８７８

  4. 都市計画費 １，２９４，１６３ １，５４６，１６８ ２，８４０，３３１

  5. 住　宅　費 ２，２９５，２８７ ４０７，８５２ ２，７０３，１３９

 10. 教　育　費 １，３４４，４１７ △８９，８２１ １，２５４，５９６

  1. 教育総務費 １３７，０３３ △１６，３５７ １２０，６７６



（単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

  2. 小学校費 ２５７，７８６ △２，８５８ ２５４，９２８

  3. 中学校費 １５７，５９４ ４４，２３３ ２０１，８２７

  5. 幼稚園費 １２１，４４７ △７６５ １２０，６８２

  6. 社会教育費 ４３８，６５３ △１１１，３９１ ３２７，２６２

  7. 保健体育費 ２３１，９０４ △２，６８３ ２２９，２２１

 11. 災害復旧費 １８，１５４，３３８ ２，６２７，２５２ ２０，７８１，５９０

  1. 農林水産施設災害復旧費 ２，４９４，４５６ △５７，５９５ ２，４３６，８６１

  2. 土木施設災害復旧費 ９，７３３，１７４ ２，６６８，８６７ １２，４０２，０４１

  3. 厚生労働施設災害復旧費 ３９２，５９６ △２６６，２７８ １２６，３１８

  4. 文教施設災害復旧費 ４，９７６，１７４ ５２１，９１５ ５，４９８，０８９

  5. その他公共施設・公用施設災害復旧費 ５５７，９３８ △２３９，６５７ ３１８，２８１

 12. 公　債　費 ９５５，３２５ １，４３５ ９５６，７６０

  1. 公　債　費 ９５５，３２５ １，４３５ ９５６，７６０

 14. 予　備　費 ２９３，６８８ １１２，５５９ ４０６，２４７

  1. 予　備　費 ２９３，６８８ １１２，５５９ ４０６，２４７

歳               出               合               計 ４７，２９０，４２６ １，６１７，８６８ ４８，９０８，２９４
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第２表 繰 越 明 許 費 補 正 
 

１追 加                                                    （単位：千円）   

款 項 事  業  名 金  額 

１１．災害復旧費 ２．土木施設災害復旧費 被災宅地災害復旧事業 １３０，３４６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第３表  地 方 債 補 正 

１ 追 加 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

ｸﾞﾗﾝﾒｯｾ木山線防犯灯設置事業債 ２１，６００

証書借入

年 6.0％以内 

ただし、利率見直し

方式で借入れる場合

は、利率の見直しを行

った後においては、当

該見直し後の利率 

政府資金については、その融資条件により、

銀行その他の場合にはその債権者と協定すると

ころによる。 

 ただし、町財政の都合により繰上償還するこ

とがある。 

放課後児童クラブ建設事業債 ５，１００

小規模住宅地区等改良事業債 ４２５，６００

木山中学校施設整備事業債 ５４，５００

児童館災害復旧事業債 ２，４００

 

２ 廃 止 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

交通安全施設等災害復旧事業債 １０，０００

証書借入

年 6.0％以内 

ただし、利率見直し

方式で借入れる場合

は、利率の見直しを行

った後においては、当

該見直し後の利率 

政府資金については、その融資条件により、

銀行その他の場合にはその債権者と協定すると

ころによる。 

 ただし、町財政の都合により繰上償還するこ

とがある。 益城西原消防署災害復旧事業債 １，５００
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－8－ 
３ 変 更 

（単位：千円） 

 起債の目的 
補    正    前 補    正    後 

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

農業農村整備推進 

交付金事業債 
33,300

証書借入 

 

 

 

年 6.0％以内 

ただし、利率

見直し方式で借

入れる場合は、

利率の見直しを

行った後におい

ては、当該見直

し後の利率 

 

 

 

政府資金につい

ては、その融資条

件により、銀行そ

の他の場合にはそ

の債権者と協定す

るところによる。

ただし、町財政

の都合により繰上

償還することがあ

る。 

18,200

補正前に

同じ 

補正前

に同じ

補正前 

に同じ 

都市防災総合推進事業債 81,000 546,900

災害公営住宅建設事業債 1,343,800 1,447,300

役場庁舎等災害復旧事業債 505,600 272,100

自治公民館貸地等 

災害復旧事業債 
9,500 7,000

消防施設災害復旧事業債 21,800 22,000

保育所災害復旧事業債 220,100 181,400

 
 
 



 
 

 起債の目的 
補    正    前 補    正    後 

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

農林水産業施設 

災害復旧事業債 
191,100

証書借入 

 

 

 

年 6.0％以内 

ただし、利率

見直し方式で借

入れる場合は、

利率の見直しを

行った後におい

ては、当該見直

し後の利率 

 

 

 

政府資金につい

ては、その融資条

件により、銀行そ

の他の場合にはそ

の債権者と協定す

るところによる。

ただし、町財政

の都合により繰上

償還することがあ

る。 

158,600

補正前に

同じ 

補正前

に同じ

補正前 

に同じ 

宅地耐震化推進事業債 96,500 1,757,300

公立学校施設 

災害復旧事業債 
1,242,400 1,271,100

公立社会教育施設 

災害復旧事業債 
12,600 7,000

公立社会体育施設 

災害復旧事業債 
64,300 312,300

地区公民館災害復旧事業債 150,000 76,000

災害廃棄物処理事業債 5,112,800 3,699,200

歳入欠かん債 10,000 28,600
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歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１  総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  1. 町　　　税 ２，５８４，３２９ ３９２，８４１ ２，９７７，１７０

 14. 分担金及び負担金 １５８，９１９ △４５６ １５８，４６３

 15. 使用料及び手数料 １４０，１６６ △２，９１６ １３７，２５０

 16. 国庫支出金 １８，６１４，８６２ １，４１６，９２１ ２０，０３１，７８３

 17. 県支出金 ５，８８０，２４０ △３７２，２７９ ５，５０７，９６１

 18. 財産収入 ４５，７９７ ６，８８３ ５２，６８０

 19. 寄　附　金 ８７，１１８ ２３，３０８ １１０，４２６

 20. 繰　入　金 １，９５７，０００ △１，９５７，０００ ０

 22. 諸　収　入 １１９，９７６ ９０２，６６６ １，０２２，６４２

 23. 町　　　債 １２，３２８，４００ １，２０７，９００ １３，５３６，３００

      歳          入          合          計 ４７，２９０，４２６ １，６１７，８６８ ４８，９０８，２９４



（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

  1. 議　会　費 116,190 40 116,230 40

  2. 総　務　費 3,169,997 3,586 3,173,583 △4,984 21,600 △21,437 8,407

  3. 民　生　費 6,100,672 △77,969 6,022,703 △40,924 5,100 △456 △41,689

  4. 衛　生　費 11,374,433 △2,856,698 8,517,735 △1,408,477 △1,413,600 △120 △34,501

  6. 農林水産業費 1,322,851 △57,669 1,265,182 △12,620 △15,100 △30,000 51

  7. 商　工　費 74,712 △80 74,632 △80

  8. 土　木　費 3,920,410 1,955,233 5,875,643 1,211,916 995,000 △478,014 226,331

 10. 教　育　費 1,344,417 △89,821 1,254,596 13,202 △19,500 △105 △83,418

 11. 災害復旧費 18,154,338 2,627,252 20,781,590 1,279,930 1,611,600 △507,000 242,722

 12. 公　債　費 955,325 1,435 956,760 △509,000 510,435

 14. 予　備　費 293,688 112,559 406,247 112,559

 歳     出     合     計 47,290,426 1,617,868 48,908,294 1,038,043 1,185,100 △1,546,132 940,857

－ 11 －

一 般 財 源
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２　　歳　入

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 個　　　人 529,295 336,944 866,239 1. 現年課税分 336,944 均等割・所得割                               336,944

2. 法　　　人 286,908 50,661 337,569 1. 現年課税分 50,661 均等割・法人税割                              50,661

　　 　　計 816,203 387,605 1,203,808

2. 国有資産等所在市町村交付 3,937 314 4,251 1. 現年課税分 314 交付金                                           314
金及び納付金

　　 　　計 1,475,191 314 1,475,505

1. 軽自動車税 95,435 4,922 100,357 1. 現年課税分 4,922 現年課税分                                     4,922

　　 　　計 95,435 4,922 100,357

（款）  1．町　　　税
（項）  2．固定資産税

（款）  1．町　　　税
（項）  3．軽自動車税

（款）  1．町　　　税
（項）  1．町　民　税

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（単位：千円）

1. 民生費負担金 157,422 △456 156,966 3. 児童福祉費負担金 △456 一時預かり事業（一般型）保育料                 △432

未熟児養育医療保護者負担金                      △24

　　 　　計 158,919 △456 158,463

1. 総務使用料 340 598 938 2. 役場庁舎使用料 598 役場庁舎使用料                                   598

4. 土木使用料 102,768 △3,500 99,268 2. 住宅使用料 △3,500 住宅使用料                                   △9,000

住宅使用料（過年度分）                         5,500

　　 　　計 122,089 △2,902 119,187

5. 土木手数料 30 △14 16 1. 土木手数料 △14 住宅使用料督促手数料                            △14

　　 　　計 18,077 △14 18,063

－ 13 －

（款） 14．分担金及び負担金
（項）  2．負担金

（款） 15．使用料及び手数料
（項）  1．使用料

（款） 15．使用料及び手数料
（項）  2．手数料



－ 14 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 民生費国庫負担金 1,127,307 △28,448 1,098,859 2. 老人福祉費負担金 124 低所得者保険料軽減負担金                         124

3. 児童福祉費負担金 △28,572 児童手当国庫負担金（被用者　３歳未満）      △14,886

児童手当国庫負担金（被用者　３歳以上中学修了前）

                                            △10,003

児童手当国庫負担金（非被用者）               △2,740

児童手当国庫負担金（特例給付）                    10

未熟児養育医療国庫負担金                       △953

2. 衛生費国庫負担金 34,913 △302 34,611 2. 保険基盤安定国庫負 △302 国保保険基盤安定国庫負担金                     △302
担金

　　 　　計 9,173,467 △28,750 9,144,717

1. 総務費国庫補助金 33,242 △6,356 26,886 1. 総務費国庫補助金 △6,356 社会資本整備総合交付金（定住促進）           △6,356

2. 民生費国庫補助金 575,081 △4,407 570,674 3. 児童福祉費補助金 △4,407 子ども・子育て支援交付金                     △4,407

3. 衛生費国庫補助金 5,114,558 △1,412,555 3,702,003 1. 保健衛生費補助金 3,532 母子保健衛生費国庫補助金                       3,532

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

（款） 16．国庫支出金
（項）  2．国庫補助金

（款） 16．国庫支出金
（項）  1．国庫負担金



（単位：千円）

2. 災害廃棄物処理補助 △1,416,087 災害廃棄物処理事業国庫補助金             △1,416,087
金

7. 土木費国庫補助金 1,022,035 1,221,382 2,243,417 2. 都市計画費補助金 914,272 防災・安全社会資本整備交付金                 465,900

がけ地近接等危険住宅移転事業国庫補助金       △2,500

小規模住宅地区等改良事業補助金               450,872

3. 住宅費補助金 307,110 社会資本整備総合交付金（耐震補助）           △3,390

社会資本整備総合交付金（公営住宅）           310,500

9. 教育費国庫補助金 128,241 20,017 148,258 1. 小学校費補助金 19,403 学校施設環境改善交付金事業交付金              19,403

3. 幼稚園費補助金 614 幼稚園就園奨励費補助金                           614

10. 災害復旧費補助金 2,497,155 1,627,592 4,124,747 3. 厚生労働施設災害復 △146,666 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金（保育所）
旧費補助金

                                           △146,666

4. 文教施設災害復旧費 274,258 公立社会教育施設災害復旧費補助金（社会教育施設）
補助金

                                            △11,172

公立社会教育施設災害復旧費補助金（社会体育施設）

                                             285,430

－ 15 －



－ 16 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

5. その他公共施設等災 1,500,000 宅地耐震化推進事業補助金                   1,500,000
害復旧費補助金

　　 　　計 9,431,011 1,445,673 10,876,684

2. 民生費委託金 10,274 △2 10,272 2. 児童福祉費委託金 △2 特別児童扶養手当事務費交付金                     △2

　　 　　計 10,384 △2 10,382

1. 民生費県負担金 707,820 △5,206 702,614 2. 老人福祉費負担金 62 低所得者保険料軽減負担金                          62

3. 児童福祉費負担金 △5,268 児童手当県負担金（被用者　３歳未満）         △1,609

児童手当県負担金（被用者　3歳以上中学修了前）

                                             △2,500

児童手当県負担金（非被用者）                   △685

児童手当県負担金（特例給付）                       3

未熟児養育医療県負担金                         △477

（款） 16．国庫支出金
（項）  3．国庫委託金

（款） 17．県支出金
（項）  1．県負担金

（款） 16．国庫支出金
（項）  2．国庫補助金

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（単位：千円）

2. 衛生費県負担金 110,236 4,380 114,616 1. 衛生費負担金 4,380 国保保険基盤安定県負担金                       4,380

　　 　　計 818,056 △826 817,230

1. 総務費県補助金 3,701,184 △329,282 3,371,902 1. 総務費補助金 △329,282 地方バス運行等特別対策補助金                     103

熊本地震復興基金交付金                     △329,385

2. 民生費県補助金 397,046 △5,477 391,569 3. 児童福祉費補助金 △5,477 子ども・子育て交付金                         △4,407

ひとり親家庭等医療費補助金                   △1,070

3. 衛生費県補助金 21,239 △4,799 16,440 1. 衛生費補助金 △4,799 乳幼児（子ども）医療費補助金                 △4,799

5. 農林水産業費県補助金 731,942 △12,620 719,322 1. 農業費補助金 △12,620 熊本県特定鳥獣適正管理事業補助金                  10

農業農村整備推進交付金事業補助金            △12,630

7. 土木費県補助金 8,829 △1,250 7,579 1. 土木費補助金 △1,250 がけ地近接等危険住宅移転事業県補助金         △1,250

9. 教育費県補助金 4,025 185 4,210 1. 教育費補助金 185 放課後子ども教室推進事業費補助金             △1,480

熊本県学校・家庭・地域連携推進事業費補助金     △921

熊本県「地域未来塾」事業費補助金               △504

被災地域の教育力向上プロジェクト事業補助金     3,090

－ 17 －

（款） 17．県支出金
（項）  2．県補助金



－ 18 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

10. 災害復旧費県補助金 143,208 △21,063 122,145 1. 災害復旧費補助金 △21,063 社会福祉施設等災害復旧費県補助金（保育所）  △23,208

社会福祉施設等災害復旧費県補助金（児童館）     2,145

　　 　　計 5,007,473 △374,306 4,633,167

1. 総務費委託金 49,061 △171 48,890 3. 統計調査費委託金 △171 工業統計調査交付金                              △50

経済センサス調査区設定交付金                    △12

就業構造基本調査交付金                         △113

住宅・土地統計調査調査区設定交付金                 4

6. 土木費委託金 5,650 3,024 8,674 2. 都市計画費委託金 3,024 都市計画基礎調査委託金                         3,024

　　 　　計 54,711 2,853 57,564

1. 不動産売払収入 0 2,393 2,393 1. 不動産売払収入 2,393 不動産売払収入                                 2,393

2. 物品売払収入 33,158 4,490 37,648 1. 物品売払収入 4,490 仮設トイレ売却代                               4,490

説　　　　　　　　　　　　明

（款） 17．県支出金
（項）  3．県委託金

（款） 18．財産収入
（項）  2．財産売払収入

（款） 17．県支出金
（項）  2．県補助金

目 補正前の額 補　正　額 計



（単位：千円）

　　 　　計 33,158 6,883 40,041

1. 一般寄附金 80,000 23,308 103,308 1. 一般寄附金 19,123

2. ふるさと納税 4,185 ふるさと納税                                   4,185

　　 　　計 87,118 23,308 110,426

1. 基金繰入金 1,957,000 △1,957,000 0 1. 財政調整基金繰入金 △420,000 財政調整基金繰入金                         △420,000

2. 減債基金繰入金 △500,000 減債基金繰入金                             △500,000

3. 公共施設整備基金繰 △605,000 公共施設整備基金繰入金                     △605,000
入金

7. 公共下水道建設基金 △390,000 公共下水道建設基金繰入金                   △390,000
繰入金

8. 公園整備基金繰入金 △42,000 公園整備基金繰入金                          △42,000

－ 19 －

（款） 19．寄　附　金
（項）  1．寄　附　金

（款） 20．繰　入　金
（項）  2．基金繰入金



－ 20 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

　　 　　計 1,957,000 △1,957,000 0

4. 過年度収入 11,688 249,407 261,095 1. 過年度収入 249,407 過年度予防接種委託料返納金                         8

過年度保育所災害復旧費県補助金                17,755

災害救助費過年度精算金                       231,644

5. 雑　　　入 91,382 653,259 744,641 1. 雑　　　入 653,259 公衆電話使用料（総務課）                        △10

自動販売機電気・水道料（総務課）               △227

建物・自動車損害共済金                           202

雨水タンク設置補助金                           △120

熊本県市町村振興協会市町村交付金             653,519

交流情報センターＩＴ講習受講料                 △105

　　 　　計 103,076 902,666 1,005,742

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

（款） 22．諸　収　入
（項）  5．雑　　　入

（款） 20．繰　入　金
（項）  2．基金繰入金



（単位：千円）

1. 総　務　債 533,200 21,600 554,800 1. 総　務　債 21,600 グランメッセ木山線防犯灯設置事業債            21,600

2. 民　生　債 39,600 5,100 44,700 1. 民　生　債 5,100 放課後児童クラブ建設事業債                     5,100

5. 農　林　債 80,600 △15,100 65,500 1. 農　林　債 △15,100 農業農村整備推進交付金事業債                △15,100

6. 土　木　債 1,561,600 995,000 2,556,600 1. 土　木　債 995,000 都市防災総合推進事業債                       465,900

災害公営住宅建設事業債                       103,500

小規模住宅地区等改良事業債                   425,600

7. 教　育　債 0 54,500 54,500 1. 教　育　債 54,500 木山中学校施設整備事業債                      54,500

8. 災害復旧債 4,990,600 1,541,800 6,532,400 1. 災害復旧債 1,541,800 役場庁舎等災害復旧事業債                   △233,500

自治公民館貸地等災害復旧事業債               △2,500

交通安全施設等災害復旧事業債                △10,000

消防施設災害復旧事業債                           200

益城西原消防署災害復旧事業債                 △1,500

保育所災害復旧事業債                        △38,700

児童館災害復旧事業債                           2,400

農林水産業施設災害復旧事業債                △32,500

宅地耐震化推進事業債                       1,660,800

公立学校施設災害復旧事業債                    28,700

公立社会教育施設災害復旧事業債               △5,600

公立社会体育施設災害復旧事業債               248,000

－ 21 －

（款） 23．町　　　債
（項）  1．町　　　債



－ 22 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

地区公民館災害復旧事業債                    △74,000

9. 歳入欠かん等債 5,122,800 △1,395,000 3,727,800 1. 災害対策債 △1,413,600 災害廃棄物処理事業債                     △1,413,600

2. 歳入欠かん債 18,600 歳入欠かん債                                  18,600

　　 　　計 12,328,400 1,207,900 13,536,300

説　　　　　　　　　　　　明

（款） 23．町　　　債
（項）  1．町　　　債

目 補正前の額 補　正　額 計



３　　歳　出

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

1. 議　会　費 116,190 40 116,230 40 3. 職員手当 40 児童手当                      40

　　計 116,190 40 116,230 40

1. 一般管理費 654,145 22,940 677,085 22,940 2. 給　　　料 △1,000 職員給料                 △1,000

3. 職員手当 3,729 住居手当                      81

時間外勤務手当             6,000

期末勤勉手当             △1,766

児童手当                      25

特別職期末手当             △611

4. 共　済　費 △8,168 共済組合負担金             △432

特別職共済組合負担金         264

長期給付等追加負担金     △8,000

6. 恩給及び退 26,419 退職手当組合特別負担金    26,419
職年金

－ 23 －

（款）  1．議　会　費
（項）  1．議　会　費

一般財源 区  分 金  額

（款）  2．総　務　費
（項）  1．総務管理費



－ 24 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

7. 賃　　　金 △150 指名願受付事務臨時職員賃金 △150

11. 需　用　費 510 燃料費                       510

14. 使用料及び 1,600 複写機借上料               1,600
賃借料

2. 財産管理費 1,798,236 △7,506 1,790,730 1,440 563 △9,509 11. 需　用　費 △4,203 光熱水費                 △3,500

修繕料                     △703

13. 委　託　料 △4,744 庁舎清掃業務委託料       △4,506

庁舎等消防設備保守点検委託料
                            △65

空調設備簡易点検業務委託料 △173

25. 積　立　金 1,441 復興基金積立金             1,441

4. 企　画　費 217,274 △4,583 212,691 △6,253 1,670 13. 委　託　料 △650 福田地区乗合タクシー運行業務委託
料                         △650

一般財源 区  分 金  額

（款）  2．総　務　費
（項）  1．総務管理費



（単位：千円）

19. 負担金補助 △3,933 地方バス運行等特別対策補助金
及び交付金                          △3,933

7. 諸　　　費 46,141 0 46,141 21,600 △22,000 400

10. 男女共同参画 25,788 △6,426 19,362 △6,426 1. 報　　　酬 △4,889 男女共同参画センター運営委員報酬

センター運営
                            △69

費 非常勤職員報酬           △4,820

3. 職員手当 50 時間外勤務手当                50

8. 報　償　費 △1,575 主催講座講師謝金         △1,500

男女共同参画社会推進講演会等講師
謝礼                        △65

啓発事業報償費              △10

19. 負担金補助 △12 街路灯維持管理負担金        △12
及び交付金

　　計 2,899,302 4,425 2,903,727 △4,813 21,600 △21,437 9,075

－ 25 －



－ 26 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

1. 税務総務費 118,732 △160 118,572 △160 3. 職員手当 390 扶養手当                   △290

住居手当                   △300

通勤手当                    △20

時間外勤務手当             1,000

4. 共　済　費 △550 共済組合負担金             △550

　　計 159,645 △160 159,485 △160

1. 戸籍住民基本 74,387 △496 73,891 △496 3. 職員手当 △496 時間外勤務手当             △200
台帳費

期末勤勉手当               △296

　　計 74,387 △496 73,891 △496

（款）  2．総　務　費
（項）  3．戸籍住民基本台帳費

（款）  2．総　務　費
（項）  2．徴　税　費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

2. 統計調査費 1,095 △181 914 △171 △10 1. 報　　　酬 63 調査員等報酬                  63

3. 職員手当 △12 時間外勤務手当              △12

9. 旅　　　費 △72 普通旅費                    △72

11. 需　用　費 △37 消耗品費                    △26

食糧費                      △11

12. 役　務　費 △35 通信運搬費                  △35

14. 使用料及び △88 機械借上料                  △88
賃借料

　　計 1,127 △181 946 △171 △10

1. 監査委員費 8,995 △2 8,993 △2 3. 職員手当 △2 通勤手当                    △22

児童手当                      20

　　計 8,995 △2 8,993 △2

－ 27 －

（款）  2．総　務　費
（項）  5．統計調査費

（款）  2．総　務　費
（項）  6．監査委員費



－ 28 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

1. 社会福祉総務 1,917,551 △3,254 1,914,297 △3,254 2. 給　　　料 △1,000 職員給料                 △1,000
費

3. 職員手当 △1,854 扶養手当                   △250

住居手当                   △350

通勤手当                       2

時間外勤務手当             △700

期末勤勉手当               △291

児童手当                   △265

4. 共　済　費 △400 共済組合負担金             △400

4. 老人福祉費 627,036 △413 626,623 186 △599 3. 職員手当 △661 時間外勤務手当             △200

期末勤勉手当               △461

28. 繰　出　金 248 低所得者保険料軽減負担金繰出金
                             248

　　計 3,123,297 △3,667 3,119,630 186 △3,853

金  額

（款）  3．民　生　費
（項）  1．社会福祉費

一般財源 区  分



（単位：千円）

1. 児童福祉総務 1,296,831 △3,723 1,293,108 △8,700 5,100 △24 △99 1. 報　　　酬 △934 非常勤職員報酬             △397
費

児童厚生員報酬             △200

養育支援訪問事業保育士等報酬
                           △107

こんにちは赤ちゃん訪問保育士等報
酬                         △230

3. 職員手当 △344 通勤手当                    △29

時間外手当                 △300

児童手当                    △15

4. 共　済　費 △100 共　済　費                 △100

12. 役　務　費 △67 一時預かり事業（一般型）障害総合
保険料                      △67

13. 委　託　料 △9,396 放課後児童健全育成事業委託料
                         △6,772

児童館イベント事業委託料   △100

地域ふれあい交流館基礎杭調査時掘
削委託料                   △624

地域ふれあい交流館解体工事設計業
務委託料                 △1,900

－ 29 －

（款）  3．民　生　費
（項）  2．児童福祉費



－ 30 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

18. 備品購入費 △297 放課後児童クラブ環境整備費 △297

19. 負担金補助 7,415 放課後児童健全育成事業補助金
及び交付金                            7,415

2. 児童措置費 655,604 △37,205 618,399 △32,410 △4,795 20. 扶　助　費 △37,205 児童手当                △37,205

3. 児童福祉施設 373,871 △7,633 366,238 △432 △7,201 2. 給　　　料 △3,500 職員給料                 △3,500
費

3. 職員手当 △3,983 扶養手当                      64

住居手当                      25

通勤手当                   △150

特殊勤務手当                △50

時間外手当                   300

期末勤勉手当             △4,072

児童手当                   △100

4. 共　済　費 △150 共済組合負担金             △150

（款）  3．民　生　費
（項）  2．児童福祉費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

　　計 2,326,306 △48,561 2,277,745 △41,110 5,100 △456 △12,095

1. 災害救助費 563,307 △25,741 537,566 △25,741 1. 報　　　酬 40 災害弔慰金等支給審査会委員報酬
                              40

3. 職員手当 △25,781 災害派遣職員手当        △25,500

災害派遣職員通勤手当       △281

　　計 651,069 △25,741 625,328 △25,741

1. 保健衛生総務 503,173 △6,488 496,685 7,610 △14,098 2. 給　　　料 △5,700 職員給料                 △5,700
費

3. 職員手当 △5,471 時間外勤務手当           △2,000

期末勤勉手当             △2,249

児童手当                   △125

災害派遣職員手当         △1,080

派遣職員通勤手当            △17

－ 31 －

（款）  3．民　生　費
（項）  3．災害救助費

（款）  4．衛　生　費
（項）  1．保健衛生費



－ 32 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

4. 共　済　費 △1,300 共済組合負担金           △1,300

28. 繰　出　金 5,983 国保保険基盤安定繰出金     5,437

国保財政安定化支援事業繰出金 546

3. 環境衛生費 268,880 △18,286 250,594 2,500 △120 △20,666 19. 負担金補助 △18,286 益城、嘉島、西原環境衛生施設組合
及び交付金 負担金                  △15,948

熊本中央一般廃棄物処理施設整備促
進協議会負担金           △2,233

雨水タンク設置補助金       △105

　　計 992,617 △24,774 967,843 7,610 2,500 △120 △34,764

3. 災害廃棄物処 10,225,638 △2,831,924 7,393,714 △1,416,087 △1,416,100 263 1. 報　　　酬 △4,237 非常勤職員報酬           △4,237
理費

13. 委　託　料 △2,825,687 住家等解体等業務委託料
                     △1,000,000

（款）  4．衛　生　費
（項）  2．清　掃　費

（款）  4．衛　生　費
（項）  1．保健衛生費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

災害廃棄物処理業務委託料
                     △1,800,000

住家等解体電話対応業務委託料
                         △1,384

一次仮置場警備業務委託料
                        △24,303

14. 使用料及び △2,000 複写機使用料             △2,000
賃借料

　　計 10,381,816 △2,831,924 7,549,892 △1,416,087 △1,416,100 263

2. 農業総務費 101,521 △370 101,151 △370 3. 職員手当 △370 期末勤勉手当               △455

児童手当                      85

3. 農業振興費 865,155 171 865,326 10 △30,000 30,161 19. 負担金補助 20 特定鳥獣適正管理事業補助金    20
及び交付金

23. 償還金利子 151 経営体育成支援事業返還金     151
及び割引料

－ 33 －

（款）  6．農林水産業費
（項）  1．農　業　費



－ 34 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

5. 農　地　費 265,540 △29,470 236,070 △12,630 △15,100 △1,740 19. 負担金補助 △29,470 農業農村整備推進交付金事業補助金
及び交付金                         △29,470

11. 農業集落排水 60,000 △28,000 32,000 △28,000 28. 繰　出　金 △28,000 農業集落排水事業特別会計繰出金
事業費                         △28,000

　　計 1,315,026 △57,669 1,257,357 △12,620 △15,100 △30,000 51

1. 商工総務費 14,909 △207 14,702 △207 3. 職員手当 △207 時間外勤務手当               200

期末勤勉手当               △407

2. 商工業振興費 35,099 127 35,226 127 19. 負担金補助 127 中小企業融資金利子補給費     127
及び交付金

　　計 74,712 △80 74,632 △80

（款）  7．商　工　費
（項）  1．商　工　費

（款）  6．農林水産業費
（項）  1．農　業　費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

1. 土木総務費 108,616 1,213 109,829 1,213 3. 職員手当 1,363 住居手当                     106

時間外勤務手当             1,800

期末勤勉手当               △853

児童手当                     310

4. 共　済　費 △150 共済組合負担金             △150

　　計 111,665 1,213 112,878 1,213

1. 都市計画総務 1,035,752 △287,376 748,376 △15,356 △390,000 117,980 2. 給　　　料 △600 職員給料                   △600
費

3. 職員手当 4,662 住居手当                    △80

通勤手当                    △30

時間外勤務手当             6,000

期末勤勉手当             △1,248

児童手当                      20

19. 負担金補助 △20,438 交通量調査負担金           1,422
及び交付金

戸建木造住宅耐震診断事業補助金
                           △860

－ 35 －

（款）  8．土　木　費
（項）  1．土木管理費

（款）  8．土　木　費
（項）  4．都市計画費



－ 36 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

戸建木造住宅耐震設計・改修事業補
助金                    △16,000

がけ地近接等危険住宅移転事業補助
金                       △5,000

28. 繰　出　金 △271,000 公共下水道特別会計繰出金
                       △271,000

6. 土地区画整理 197,622 0 197,622 △70,000 70,000
費

7. 雨水対策整備 36,000 0 36,000 △18,000 18,000
費

9. 都市防災総合 0 931,800 931,800 465,900 465,900 13. 委　託　料 98,400 測量設計業務委託料        38,400
推進事業

都市防災総合推進事業支援業務委託
料                        60,000

15. 工事請負費 57,000 避難路等整備費            57,000

金  額

（款）  8．土　木　費
（項）  4．都市計画費

一般財源 区  分



（単位：千円）

17. 公有財産購 776,400 避難路等用地購入費       776,400
入費

10. 小規模住宅地 0 901,744 901,744 450,872 425,600 25,272 13. 委　託　料 173,000 まちづくり協議会委託料    51,000
区改良事業

測量設計業務委託料       122,000

15. 工事請負費 552,066 道路等改良工事費         552,066

17. 公有財産購 124,728 道路等用地購入費         124,728
入費

22. 補償補填及 51,950 工作物等補償費            51,950
び賠償金

　　計 1,294,163 1,546,168 2,840,331 901,416 891,500 △478,000 231,252

1. 住宅管理費 2,295,287 407,852 2,703,139 310,500 103,500 △14 △6,134 2. 給　　　料 △5,000 職員給料                 △5,000

3. 職員手当 2 時間外勤務手当               300

期末勤勉手当               △298

－ 37 －

（款）  8．土　木　費
（項）  5．住　宅　費



－ 38 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

4. 共　済　費 △1,150 共済組合負担金           △1,150

13. 委　託　料 264,000 災害公営住宅地区埋蔵文化財調査費
                         264,000

17. 公有財産購 150,000 災害公営住宅購入費       150,000
入費

　　計 2,295,287 407,852 2,703,139 310,500 103,500 △14 △6,134

1. 教育委員会費 2,803 △738 2,065 △738 1. 報　　　酬 △300 教育委員報酬               △300

8. 報　償　費 △24 賞品代                      △24

9. 旅　　　費 △277 費用弁償                    △80

特別旅費                   △197

10. 交　際　費 △100 交際費                     △100

（款） 10．教　育　費
（項）  1．教育総務費

（款）  8．土　木　費
（項）  5．住　宅　費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

11. 需　用　費 △37 食糧費                      △37

2. 事務局費 123,892 △15,490 108,402 △15,490 1. 報　　　酬 △197 就学指導委員会委員報酬      △37

非常勤職員報酬             △160

2. 給　　　料 △2,500 職員給料                 △2,500

3. 職員手当 △4,486 住居手当                      54

通勤手当                    △66

期末勤勉手当             △3,731

児童手当                   △290

特別職通勤手当             △126

特別職期末手当             △327

4. 共　済　費 △481 共済組合負担金             △650

特別職共済組合負担金         169

6. 恩給及び退 △6,910 退職手当組合負担金         △150
職年金

退職手当特別負担金       △6,760

8. 報　償　費 △75 特別支援教育推進事業謝金    △75

9. 旅　　　費 △233 費用弁償                   △100

普通旅費                   △100

－ 39 －



－ 40 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

特別旅費                    △33

12. 役　務　費 △25 いじめ相談電話料            △25

18. 備品購入費 △384 庁用器具費                 △384

19. 負担金補助 △199 日本スポーツ振興センター災害共済
及び交付金 掛金                       △199

3. 語学指導費 10,338 △129 10,209 △129 13. 委　託　料 △129 外国語指導業務委託料       △129

　　計 137,033 △16,357 120,676 △16,357

1. 学校管理費 200,250 △2,728 197,522 △2,728 12. 役　務　費 △50 通信運搬費（学校事務センター）
                            △50

（款） 10．教　育　費
（項）  1．教育総務費

一般財源 区  分 金  額

（款） 10．教　育　費
（項）  2．小学校費



（単位：千円）

14. 使用料及び △968 パソコン等リース料         △968
賃借料

15. 工事請負費 △1,560 広安小施設整備費         △1,560

19. 負担金補助 △150 郡小学校陸上競技記録会負担金
及び交付金                             △50

全国大会等出場者助成金     △100

2. 教育振興費 57,536 △130 57,406 △130 13. 委　託　料 △130 いきいき芸術体験教室       △130

　　計 257,786 △2,858 254,928 △2,858

1. 学校管理費 115,392 44,343 159,735 19,403 54,500 △29,560 13. 委　託　料 5,405 中学校施設整備設計・監理委託料
                           5,405

14. 使用料及び △386 パソコン等リース料         △386
賃借料

15. 工事請負費 55,316 木山中施設整備費          55,316

－ 41 －

（款） 10．教　育　費
（項）  3．中学校費



－ 42 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

17. 公有財産購 △15,973 益城中学校用地購入費    △15,973
入費

19. 負担金補助 △19 郡音楽会負担金               △6
及び交付金

学校図書館負担金             △2

生徒会交流会負担金           △2

特別支援学級等設置校長会会費 △3

特別支援学級等設置会費負担金 △4

中学校教育研究会特別活動部会会費
負担金                       △2

2. 教育振興費 42,202 △110 42,092 △110 13. 委　託　料 △110 いきいき芸術体験教室       △110

　　計 157,594 44,233 201,827 19,403 54,500 △29,670

1. 幼稚園費 121,447 △765 120,682 614 △1,379 3. 職員手当 △1,299 期末勤勉手当             △1,299

4. 共　済　費 △100 共済組合負担金             △100

（款） 10．教　育　費
（項）  3．中学校費

一般財源 区  分 金  額

（款） 10．教　育　費
（項）  5．幼稚園費



（単位：千円）

19. 負担金補助 634 私立幼稚園就園奨励費助成金   634
及び交付金

　　計 121,447 △765 120,682 614 △1,379

1. 社会教育総務 280,964 △100,353 180,611 △6,815 △74,000 △19,538 3. 職員手当 439 時間外勤務手当               400
費

期末勤勉手当                 △1

児童手当                      40

8. 報　償　費 △68 三行詩優秀者記念品代        △36

人権標語特選者記念品代      △12

手話通訳謝礼                △20

14. 使用料及び △122 自動車等借上料・使用料     △122
賃借料

19. 負担金補助 △100,602 ふるさとづくり施設整備費補助金
及び交付金                         △93,597

郡子ども育成会負担金         △5

地域コミュニティ施設等再建支援補
助金                     △7,000

－ 43 －

（款） 10．教　育　費
（項）  6．社会教育費



－ 44 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

2. 公民館費 9,199 △2,519 6,680 △2,519 1. 報　　　酬 △1,602 公民館管理人報酬         △1,602

8. 報　償　費 △380 公民館講座講師謝礼         △360

公民館講座人権学習会講師謝金
                            △20

9. 旅　　　費 △30 特別旅費                    △30

11. 需　用　費 △90 印刷製本費                  △90

13. 委　託　料 △111 公民館空調機保守点検業務委託料
                            △22

津森分館仮設トイレ汲み取り委託料
                            △89

14. 使用料及び △191 器具借上料                 △146
賃借料

テレビ受信料                △45

19. 負担金補助 △115 公民館分館事業運営費補助金 △100
及び交付金

各種総会時負担金            △15

（款） 10．教　育　費
（項）  6．社会教育費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

4. 集会所運営費 6,142 △4,174 1,968 △4,174 8. 報　償　費 △2,600 講師謝礼                 △2,600

9. 旅　　　費 △80 普通旅費                    △80

11. 需　用　費 △970 印刷製本費                 △270

集会所指導事業費           △700

12. 役　務　費 △180 通信運搬費                 △180

13. 委　託　料 △54 集会所空調機保守点検委託料  △54

14. 使用料及び △240 器具借上料                 △240
賃借料

18. 備品購入費 △50 施設器具費                  △50

6. 文化財保護対 19,679 △2,730 16,949 △2,730 7. 賃　　　金 △2,032 試掘確認調査作業員賃金   △2,032
策費

14. 使用料及び △698 機械借上料                 △698
賃借料

－ 45 －



－ 46 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

9. 交流情報セン 73,115 △1,615 71,500 △105 △1,510 1. 報　　　酬 △186 交流情報センター運営委員報酬
ター運営費                            △186

2. 給　　　料 △480 給　　　料                 △480

3. 職員手当 △527 通勤手当                     △4

期末勤勉手当               △523

8. 報　償　費 △185 講師謝金                   △180

先進地視察謝礼               △5

9. 旅　　　費 △146 費用弁償                    △66

特別旅費                    △80

11. 需　用　費 △49 食糧費                      △49

13. 委　託　料 △28 ＩＴ学習講座講師委託料      △28

19. 負担金補助 △14 図書館学校年会費             △7
及び交付金

防火管理者講習会負担金       △7

一般財源 区  分 金  額

（款） 10．教　育　費
（項）  6．社会教育費



（単位：千円）

　　計 438,653 △111,391 327,262 △6,815 △74,000 △105 △30,471

1. 保健体育総務 39,776 48 39,824 48 3. 職員手当 48 住居手当                      54
費

通勤手当                     △6

3. 学校給食費 163,382 △2,731 160,651 △2,731 2. 給　　　料 △1,509 職員給料                 △1,509

3. 職員手当 △742 通勤手当                   △100

期末勤勉手当               △657

児童手当                      15

4. 共　済　費 △480 共済組合負担金             △480

　　計 231,904 △2,683 229,221 △2,683

1. 農業用施設災 2,434,456 △57,595 2,376,861 △32,500 △86,000 60,905 3. 職員手当 △7,595 災害派遣職員手当         △7,515
害復旧費

災害派遣職員通勤手当        △80

11. 需　用　費 △50,000 修繕料                  △50,000

－ 47 －

（款） 10．教　育　費
（項）  7．保健体育費

（款） 11．災害復旧費
（項）  1．農林水産施設災害復旧費



－ 48 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

　　計 2,494,456 △57,595 2,436,861 △32,500 △86,000 60,905

1. 道路橋梁災害 3,080,386 △11,133 3,069,253 △76,000 64,867 3. 職員手当 △11,133 災害派遣職員手当        △10,742
復旧費

災害派遣職員通勤手当       △391

2. 河川災害復旧 236,382 0 236,382 △7,000 7,000
費

3. 公園災害復旧 4,157,568 0 4,157,568 △42,000 42,000
費

5. がけ地災害復 176,000 0 176,000 △4,000 4,000
旧費

6. 宅地災害復旧 1,982,738 2,750,000 4,732,738 1,250,000 1,660,800 △107,000 △53,800 13. 委　託　料 2,100,000 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業
費 測量設計業務委託料     2,100,000

一般財源 区  分 金  額

（款） 11．災害復旧費
（項）  2．土木施設災害復旧費

（款） 11．災害復旧費
（項）  1．農林水産施設災害復旧費



（単位：千円）

15. 工事請負費 900,000 宅地耐震化復旧工事費     900,000

19. 負担金補助 △250,000 被災宅地復旧支援事業補助金
及び交付金                        △250,000

7. 共同墓地復旧 100,100 △70,000 30,100 △70,000 19. 負担金補助 △70,000 共同墓地復旧支援事業補助金
費 及び交付金                         △70,000

　　計 9,733,174 2,668,867 12,402,041 1,180,000 1,660,800 △236,000 64,067

1. 民生施設災害 392,596 △266,278 126,318 △169,874 △38,700 △57,704 13. 委　託　料 △16,500 設計等業務委託料        △16,500
復旧費

15. 工事請負費 △249,000 災害復旧工事請負費     △249,000

17. 公有財産購 △778 第５保育所用地購入費       △778
入費

　　計 392,596 △266,278 126,318 △169,874 △38,700 △57,704

－ 49 －

（款） 11．災害復旧費
（項）  3．厚生労働施設災害復旧費



－ 50 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

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

1. 公立学校施設 4,782,045 0 4,782,045 28,700 △161,000 132,300
災害復旧費

2. 社会教育施設 34,357 △3,185 31,172 △11,172 △5,200 13,187 13. 委　託　料 △3,185 文化会館災害復旧工事実施設計業務
災害復旧費 委託料                   △2,925

馬水教育集会所災害復旧工事設計業
務委託料                   △260

3. 社会体育施設 159,772 525,100 684,872 280,976 245,800 △10,000 8,324 15. 工事請負費 525,100 町民運動場災害復旧工事費 525,100
災害復旧費

　　計 4,976,174 521,915 5,498,089 269,804 269,300 △171,000 153,811

1. その他公共施 557,938 △239,657 318,281 △247,300 △14,000 21,643 13. 委　託　料 △3,625 庁舎建設基本構想策定業務委託料

設・公用施設
                         △3,625

災害復旧費

14. 使用料及び △1,632 プレハブ庁舎リース料     △1,632
賃借料

一般財源 区  分 金  額

（款） 11．災害復旧費
（項）  5．その他公共施設・公用施設災害復旧費

（款） 11．災害復旧費
（項）  4．文教施設災害復旧費



（単位：千円）

15. 工事請負費 △234,400 役場庁舎等解体工事費   △230,000

フェンス設置工事費       △1,900

自治公民館擁壁災害復旧工事費
                         △2,500

　　計 557,938 △239,657 318,281 △247,300 △14,000 21,643

1. 元　　　金 871,884 181 872,065 △509,000 509,181 23. 償還金利子 181 地方債償還元金               181
及び割引料

2. 利　　　子 83,441 1,254 84,695 1,254 23. 償還金利子 1,254 地方債償還利子             1,254
及び割引料

　　計 955,325 1,435 956,760 △509,000 510,435

1. 予　備　費 293,688 112,559 406,247 112,559

　　計 293,688 112,559 406,247 112,559

－ 51 －

（款） 12．公　債　費
（項）  1．公　債　費

（款） 14．予　備　費
（項）  1．予　備　費




