
議　案　第　２　号

　令和３年度日高町一般会計補正予算（第８号）を別紙のとおり計上する。

令和４年３月１１日　　提　　出

　　日 高 町 長　　松 本　秀 司

令和３年度日高町一般会計補正予算（第８号）について





　令和３年度日高町の一般会計補正予算（第８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５０，５３１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
  ５，２１１，４８４千円とする。

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。

　

 （債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。

 （地方債の補正）

第４条　地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。

令和４年３月１１日　　提　　出

　　日 高 町 長　　松 本　秀 司

- 1 -

令和３年度日高町一般会計補正予算（第８号）



45,608 1,706 47,314

 21. 町債 319,000 △66,800 252,200

  5. 雑入

178,415 △79,798 98,617

 20. 諸収入 48,846 1,706 50,552

  1. 基金繰入金

△131 138,987

 18. 繰入金 207,579 △79,798 127,781

153,443 △25 153,418

  2. 県補助金 139,118

  1. 県負担金

578,626 94,283 672,909

 15. 県支出金 315,226 △156 315,070

  2. 国庫補助金

985,177

  1. 国庫負担金 311,966 △1,029 310,937

 14. 国庫支出金 891,923 93,254

39,684

  1. 使用料 21,172 △1,043 20,129

 13. 使用料及び手数料 40,727 △1,043

96,258

  1. 分担金 9,039 5,097 14,136

 12. 分担金及び負担金 91,161 5,097

2,140,583

  1. 地方交付税 2,042,312 98,271 2,140,583

 10. 地方交付税 2,042,312 98,271
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第 １ 表　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正
歳　入 （単位：千円）

款 項 既　　定　　額 補　　正　　額 計
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252,200

歳        入        合        計 5,160,953 50,531 5,211,484

  1. 町債 319,000 △66,800

（単位：千円）

款 項 既　　定　　額 補　　正　　額 計



71,210 0 71,210

  8. 土木費 214,112 △4,827 209,285

  1. 商工費

54 130,208

  7. 商工費 71,210 0 71,210

272,578 19,488 292,066

  3. 水産業費 130,154

  1. 農業費

△23,627 229,477

  6. 農林水産業費 404,515 19,542 424,057

392,941 △900 392,041

  2. 清掃費 253,104

  1. 保健衛生費

0 768,705

  4. 衛生費 646,045 △24,527 621,518

1,119,557 △46,435 1,073,122

  2. 児童福祉費 768,705

  1. 社会福祉費

20,465 2,420 22,885

  3. 民生費 1,888,285 △46,435 1,841,850

  3. 戸籍住民登録費

937,015

  1. 総務管理費 705,658 115,246 820,904

  2. 総務費 819,349 117,666

63,625

  1. 議会費 65,873 △2,248 63,625

  1. 議会費 65,873 △2,248
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歳　出 （単位：千円）

款 項 既　　定　　額 補　　正　　額 計
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△975 21,279

歳        出        合        計 5,160,953 50,531 5,211,484

14,719 △1,841 12,878

  2. 公共土木施設災害復旧費 22,254

  1. 農林水産施設災害復旧費

118,415 △2,403 116,012

 11. 災害復旧費 36,973 △2,816 34,157

  6. 保健体育費

80,814

  5. 社会教育費 56,465 △339 56,126

1,298 121,276

  3. 中学校費 80,897 △83

67,854 △4,297 63,557

  2. 小学校費 119,978

  1. 教育総務費

168,909 0 168,909

 10. 教育費 455,244 △5,824 449,420

  1. 消防費

43,351

  9. 消防費 168,909 0 168,909

  1. 土木管理費 48,178 △4,827

（単位：千円）

款 項 既　　定　　額 補　　正　　額 計
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追　　加

款 項 事　　業　　名 金　　　額

千円

　2．総務費 　1．総務管理費 　地域応援商品券事業（第２期） 86,550

　2．総務費 　1．総務管理費 　高齢者食品等提供事業 8,400

　2．総務費 　1．総務管理費 　農水産業経営サポート事業 10,050

　2．総務費 　1．総務管理費 　新型コロナウイルス感染症検査助成事業 2,000

　2．総務費 　3．戸籍住民登録費 2,420

　3．民生費 　2. 児童福祉費 　子育て世帯等臨時特別支援事業 800

　6．農林水産業費 　1．農業費 　ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価事業 6,078

　6．農林水産業費 　3．水産業費   津波・高潮危機管理対策事業 53,450

　8．土木費 　2．道路橋梁費 　橋梁長寿命化事業 5,730

　8．土木費 　2．道路橋梁費 　町道高家中央線改良事業 12,420

　11．災害復旧費 　1．農林水産施設災害復旧費 　農業用施設災害復旧事業 2,209

　11．災害復旧費 　2．公共土木施設災害復旧費 　河川災害復旧事業 3,291

第 ２ 表　　　  繰  越  明  許  費　補　正

　転出・転入手続のワンストップ化に係る
　システム改修事業



追　　加　
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第 ３ 表　　　 債 務 負 担 行 為 補 正

事　　　　　項 期　　間 限　　度　　額

　保育所指定管理委託料（保育士等処遇改善分） 令和６年度

千円

19,231
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追　加

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

ため池等整備事業 1,000 (1)借入先　　　　政府、銀行又はその他 2.5%

(2)借入時期　　　令和３年度 以内　

(3)借入方法　　　普通貸借

変　　更　（補正前）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

106,000 (1)借入先　　　　政府、銀行又はその他 2.5%

(2)借入時期　　　令和３年度 以内　

（緊急防災・減災事業債）

(3)借入方法　　　普通貸借

変　　更　（補正後）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

62,000 同　　　上 同　上

（緊急防災・減災事業債）

償　　還　　の　　方　　法

（防災・減災・国土強靭化
緊急対策事業債）

第 ４ 表　　　  地  方  債  補  正

償　　還　　の　　方　　法

　政府資金については、その融通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ものとする。
　ただし、町財政の都合により、年限変更、繰上償還又は低利借換
えすることができる。

　ただし、事業その他の都合により起債額の全部又は
一部を後年度へ繰越して起債することができる。

償　　還　　の　　方　　法

　政府資金については、その融通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ものとする。
　ただし、町財政の都合により、年限変更、繰上償還又は低利借換
えすることができる。

　ただし、事業その他の都合により起債額の全部又は
一部を後年度へ繰越して起債することができる。

同　　　上

保健福祉総合センター電気設備
改修事業

保健福祉総合センター電気設備
改修事業



変　　更　（補正前）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

斎場空調・火葬炉改修事業 20,800 (1)借入先　　　　政府、銀行又はその他 2.5%

(2)借入時期　　　令和３年度 以内　

(3)借入方法　　　普通貸借

変　　更　（補正後）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

斎場空調・火葬炉改修事業 20,000 同　　　上 同　上

変　　更　（補正前）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

ため池等整備事業 400 (1)借入先　　　　政府、銀行又はその他 2.5%

（公共事業等債） (2)借入時期　　　令和３年度 以内　

(3)借入方法　　　普通貸借

変　　更　（補正後）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

ため池等整備事業 200 同　　　上 同　上

（公共事業等債）
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（公共施設等適正管理推進事業
債）

（公共施設等適正管理推進事業
債）

　政府資金については、その融通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ものとする。
　ただし、町財政の都合により、年限変更、繰上償還又は低利借換
えすることができる。

償　　還　　の　　方　　法

償　　還　　の　　方　　法

同　　　上

　政府資金については、その融通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ものとする。
　ただし、町財政の都合により、年限変更、繰上償還又は低利借換
えすることができる。

　ただし、事業その他の都合により起債額の全部又は
一部を後年度へ繰越して起債することができる。

同　　　上

償　　還　　の　　方　　法

　ただし、事業その他の都合により起債額の全部又は
一部を後年度へ繰越して起債することができる。

償　　還　　の　　方　　法
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変　　更　（補正前）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

中山間総合整備事業 12,700 (1)借入先　　　　政府、銀行又はその他 2.5%

（公共事業等債） (2)借入時期　　　令和３年度 以内　

(3)借入方法　　　普通貸借

変　　更　（補正後）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

中山間総合整備事業 24,700 同　　　上 同　上

（公共事業等債）

変　　更　（補正前）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

臨時財政対策債 114,600 (1)借入先　　　　政府、銀行又はその他 2.5%

(2)借入時期　　　令和３年度 以内　

(3)借入方法　　　普通貸借

（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
金融機構資
金につい

て、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）

　ただし、事業その他の都合により起債額の全部又は
一部を後年度へ繰越して起債することができる。

　政府資金については、その融通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ものとする。
　ただし、町財政の都合により、年限変更、繰上償還又は低利借換
えすることができる。

　ただし、事業その他の都合により起債額の全部又は
一部を後年度へ繰越して起債することができる。

償　　還　　の　　方　　法

　政府資金については、その融通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ものとする。
　ただし、町財政の都合により、年限変更、繰上償還又は低利借換
えすることができる。

償　　還　　の　　方　　法

同　　　上

償　　還　　の　　方　　法



変　　更　（補正後）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

臨時財政対策債 83,200 同　　　上 同　上

変　　更　（補正前）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

災害復旧事業 9,300 (1)借入先　　　　政府、銀行又はその他 2.5%

（現年補助災害復旧事業債） (2)借入時期　　　令和３年度 以内　

(3)借入方法　　　普通貸借

変　　更　（補正後）

起　債　の　目　的 限　度　額 起　債　の　方　法 利 　率

千円

災害復旧事業 5,900 同　　　上 同　上

（現年補助災害復旧事業債）
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同　　　上

償　　還　　の　　方　　法

　政府資金については、その融通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ものとする。
　ただし、町財政の都合により、年限変更、繰上償還又は低利借換
えすることができる。

　ただし、事業その他の都合により起債額の全部又は
一部を後年度へ繰越して起債することができる。

償　　還　　の　　方　　法

同　　　上

償　　還　　の　　方　　法



歳     入     合     計 5,160,953 50,531 5,211,484

50,552

 21. 町債 319,000 △66,800 252,200

 20. 諸収入 48,846 1,706

315,070

 18. 繰入金 207,579 △79,798 127,781

 15. 県支出金 315,226 △156

39,684

 14. 国庫支出金 891,923 93,254 985,177

 13. 使用料及び手数料 40,727 △1,043

2,140,583

 12. 分担金及び負担金 91,161 5,097 96,258

 10. 地方交付税 2,042,312 98,271

款 既　定　額 補　正　額 計
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歳　入　歳　出  予　算　事　項　別　明　細　書
１  総　括

（歳　入） （単位：千円）



5,548 △12,715
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歳     出     合     計 5,160,953 50,531 5,211,484 93,098 △35,400

△5,612

 11. 災害復旧費 36,973 △2,816 34,157 939 △3,400 △33 △322

1,706 △1,706

 10. 教育費 455,244 △5,824 449,420 △212

△1,298

  9. 消防費 168,909 0 168,909

  8. 土木費 214,112 △4,827 209,285 △3,529

1,612

  7. 商工費 71,210 0 71,210 △1,043 1,043

△23,727

  6. 農林水産業費 404,515 19,542 424,057 12,800 5,130

△44,000 △3,139

  4. 衛生費 646,045 △24,527 621,518 △800

  3. 民生費 1,888,285 △46,435 1,841,850 704

△2,248

  2. 総務費 819,349 117,666 937,015 94,984 22,682

地  方  債 そ　の　他

  1. 議会費 65,873 △2,248 63,625

（歳　出） （単位：千円）

補　　正　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 既　定　額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

国 県 支 出 金



△1,043 温泉館等使用料

計 21,172 △1,043 20,129

（款）  13. 使用料及び手数料 （項）   1. 使用料

  5. 商工使用料 10,169 △1,043 9,126   1. 商工使用料

旧費分担金

計 9,039 5,097 14,136

中山間総合整備事業費分担金

  3. 災害復旧費分担金 149 △33 116   1. 農林水産施設災害復 △33 農地災害復旧費分担金

（款）  12. 分担金及び負担金 （項）   1. 分担金

  1. 農林水産業費分担金 7,500 5,130 12,630   1. 農業費分担金 5,130

98,271

計 2,042,312 98,271 2,140,583

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

  1. 地方交付税 2,042,312 98,271 2,140,583   1. 地方交付税
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２　　歳　入

（款）  10. 地方交付税 （項）   1. 地方交付税 （単位：千円）

節
目 既　定　額 補　正　額 計
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計 153,443 △25 153,418

保険基盤安定負担金                                   　241

介護保険低所得者保険料軽減負担金                   　△266

（款）  15. 県支出金 （項）   1. 県負担金

  1. 民生費県負担金 151,026 △25 151,001   1. 社会福祉費負担金 △25

△1,832 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金

計 578,626 94,283 672,909

児童福祉費補助金 1,131 保育士等処遇改善臨時特例交付金

  6. 土木費国庫補助金 34,181 △1,832 32,349   1. 土木管理費補助金

  2. 総務管理費補助金 92,564 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

  2. 民生費国庫補助金 301,366 1,131 302,497   2.

社会保障・税番号制度システム整備費補助金（転出・転入手続の

金 ワンストップ化対応分）

（款）  14. 国庫支出金 （項）   2. 国庫補助金

  1. 総務費国庫補助金 116,682 94,984 211,666   1. 戸籍住民登録費補助 2,420

河川災害復旧費負担金                               　△530

計 311,966 △1,029 310,937

公共土木施設災害復 △627 道路橋梁災害復旧費負担金                            　△97

旧費負担金

  4. 災害復旧費国庫負担金 11,605 △627 10,978   1.

保険基盤安定負担金                                   　130

介護保険低所得者保険料軽減負担金                   　△532

金　　額

  1. 民生費国庫負担金 273,439 △402 273,037   1. 社会福祉費負担金 △402

（款）  14. 国庫支出金 （項）   1. 国庫負担金 （単位：千円）

節
目 既　定　額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分



防災行政無線屋外子局移設補償金

計 45,608 1,706 47,314

（款）  20. 諸収入 （項）   5. 雑入

  1. 雑入 45,608 1,706 47,314   1. 雑入 1,706

財政調整基金繰入金

計 178,415 △79,798 98,617

（款）  18. 繰入金 （項）   1. 基金繰入金

  1. 財政調整基金繰入金 178,415 △79,798 98,617   1. 財政調整基金繰入金 △79,798

農業用施設災害復旧費補助金                         　1,129

計 139,118 △131 138,987

1,566 農地災害復旧費補助金                                 　437

旧費補助金

土木管理費補助金 △1,697 住宅耐震化促進事業費補助金

  9. 災害復旧費県補助金 6,390 1,566 7,956   1. 農林水産施設災害復

  6. 土木費県補助金 2,489 △1,697 792   1.

節
目 既　定　額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 16 -

（款）  15. 県支出金 （項）   2. 県補助金 （単位：千円）



- 17 -

旧債     農地                                         　△1,100

    河川

計 319,000 △66,800 252,200

公共土木施設災害復 △300 現年補助災害復旧債 

旧債

  2.

    農業用施設                                   　△2,000

△3,100 現年補助災害復旧債                      

臨時財政対策債 △31,400

  7. 災害復旧債 9,300 △3,400 5,900   1. 農林水産施設災害復

  6. 臨時財政対策債 114,600 △31,400 83,200   1.

公共事業等債

　　中山間総合整備事業                            　12,000

　　ため池等整備事業                               　1,000

防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債

公共事業等債

　　ため池等整備事業                               　△200

　　斎場空調・火葬炉改修事業

  3. 農林水産業債 28,300 12,800 41,100   1. 農業債 12,800

保健衛生債 △800 公共施設等適正管理推進事業債  2. 衛生債 20,800 △800 20,000   1.

緊急防災・減災事業債

　　保健福祉総合センター電気設備改修事業

金　　額

  1. 民生債 113,400 △44,000 69,400   1. 社会福祉債 △44,000

（款）  21. 町債 （項）   1. 町債 （単位：千円）

節
目 既　定　額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分



22,682

及び交付金 農水産業経営サポート補助金              　10,000

計 705,658 115,246 820,904 92,564

地域応援商品券事業（第２期）負担金      　25,000 18. 負担金補助 35,000

地域応援商品券事業（第２期）委託料 12. 委  託  料 58,850

                                         　1,800

通信運搬費（地域応援商品券事業（第２期））

通信運搬費（高齢者食品等提供事業）       　1,200

 11. 役  務  費 3,050 通信運搬費（農水産業経営サポート事業）      　50

地域応援商品券事業（第２期）関係費         　900

費

12,436  10. 需  用  費 8,100 高齢者食品等提供事業関係費               　7,200

ルス感染症対策

 14. 新型コロナウイ 148,985 105,000 253,985 92,564

及び交付金

△626  18. 負担金補助 △626 広域行政事務組合負担金  6. 企画費 21,244 △626 20,618

及び交付金

10,872  18. 負担金補助 10,872 職員退職手当特別負担金

（款）   2. 総務費 （項）   1. 総務管理費

  1. 一般管理費 325,009 10,872 335,881

△2,248

普通旅費                                 　△270

計 65,873 △2,248 63,625

議員出張旅費                           　△1,978△2,248   8. 旅    　費 △2,248  1. 議会費 65,873 △2,248 63,625

計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 18 -

３　　歳　出

（款）   1. 議会費 （項）   1. 議会費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 既　定　額 補　正　額



- 19 -

△1,131

△253

計 768,705 0 768,705 1,131

  4. 学童保育費 39,027 0 39,027 253

878 △878

（款）   3. 民生費 （項）   2. 児童福祉費

  2. 児童措置費 483,892 0 483,892

電気設備改修工事

計 1,119,557 △46,435 1,073,122 △427 △44,000 △2,008

 14. 工事請負費 △43,670

△22  12. 委  託  料 △352 電気設備改修工事監理業務委託料

ンター費

△2,908 介護保険特別会計へ繰出

  5. 保健福祉総合セ 124,267 △44,022 80,245 △44,000

△798 △2,110  27. 繰  出  金

124  27. 繰  出  金 495 国民健康保険特別会計へ繰出

  3. 老人福祉費 327,874 △2,908 324,966

（款）   3. 民生費 （項）   1. 社会福祉費

  1. 社会福祉総務費 180,799 495 181,294 371

委託料

計 20,465 2,420 22,885 2,420

転出・転入手続のワンストップ化に係るシステム改修 12. 委  託  料 2,420  1. 戸籍住民登録費 20,465 2,420 22,885 2,420

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ の 他

（款）   2. 総務費 （項）   3. 戸籍住民登録費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 既　定　額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源



△23,627

及び交付金 　　クリーンセンター

計 253,104 △23,627 229,477

△4,092 広域行政事務組合負担金△4,092  18. 負担金補助

及び交付金 　　清掃センター

  3. し尿処理費 29,013 △4,092 24,921

△19,535 広域行政事務組合負担金△19,535  18. 負担金補助

（款）   4. 衛生費 （項）   2. 清掃費

  2. 塵芥処理費 167,196 △19,535 147,661

空調設備改修工事

計 392,941 △900 392,041 △800 △100

 14. 工事請負費 △640

空調設備改修設計監理業務委託料△800 △100  12. 委  託  料 △260  3. 斎場費 33,885 △900 32,985

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ の 他

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 既　定　額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源

- 20 -

（款）   4. 衛生費 （項）   1. 保健衛生費 （単位：千円）



- 21 -

△1,043 1,043計 71,210 0 71,210

△1,043 1,043

（款）   7. 商工費 （項）   1. 商工費

  3. 温泉館費 51,509 0 51,509

54

54  27. 繰  出  金 54 下水道事業特別会計へ繰出

計 130,154 54 130,208

（款）   6. 農林水産業費 （項）   3. 水産業費

  1. 水産業総務費 53,163 54 53,217

5,130 1,558

耕地協会事業割負担金                       　243

計 272,578 19,488 292,066 12,800

　（小浦地区）                          　10,260

及び交付金 　（久志・中志賀地区）                   　8,175

県営事業負担金

事業費

12,000 5,130 1,548  18. 負担金補助 18,678

耕地協会事業割負担金                        　10

 12. 中山間総合整備 22,011 18,678 40,689

　　片河谷池                             　1,000

　（中志賀地区）

　　早津川奥池                           　△200

及び交付金 　（久志地区）

県営事業負担金

業費

800 10  18. 負担金補助 810 10. ため池等整備事 35,507 810 36,317

特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ の 他

（款）   6. 農林水産業費 （項）   1. 農業費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 既　定　額 補　正　額 計



△212 △4,085計 67,854 △4,297 63,557

 24. 積  立  金 △2,341 学校教育施設整備基金積立金

及び割引料

学校施設環境改善交付金返還金△212 △4,085  22. 償還金利子 △1,956  3. 教育諸費 11,732 △4,297 7,435

（款）  10. 教育費 （項）   1. 教育総務費

計 168,909 0 168,909 1,706 △1,706

1,706 △1,706

（款）   9. 消防費 （項）   1. 消防費

  4. 災害対策費 21,289 0 21,289

住宅耐震診断補助金                        　△89

計 48,178 △4,827 43,351 △3,529 △1,298

及び交付金 耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金     　△664

住宅耐震改修補助金                     　△3,498 18. 負担金補助 △4,251

住宅耐震診断委託料△1,298  12. 委  託  料 △576  1. 土木総務費 48,178 △4,827 43,351 △3,529

計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 22 -

（款）   8. 土木費 （項）   1. 土木管理費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 既　定　額 補　正　額



- 23 -

  　補導センタ－

計 56,465 △339 56,126 △339

及び交付金

 18. 負担金補助 △247 広域行政事務組合負担金

野外自然体験学習関係費

  4. 青少年対策費 4,182 △247 3,935 △247

 10. 需  用  費 △10

日高・堺少年交歓会旅費  8. 旅    　費 △22

野外自然体験学習講師謝礼金等△92   7. 報  償  費 △60  1. 社会教育総務費 37,025 △92 36,933

（款）  10. 教育費 （項）   5. 社会教育費

計 80,897 △83 80,814 △83

及び交付金

△1,172  18. 負担金補助 △1,172 対外競技活動費補助金

1,089 校舎修繕費

  2. 教育振興費 8,272 △1,172 7,100

1,089  10. 需  用  費

（款）  10. 教育費 （項）   3. 中学校費

  1. 学校管理費 40,075 1,089 41,164

校舎修繕費

計 119,978 1,298 121,276 1,298

1,298  10. 需  用  費 1,298  1. 学校管理費 91,923 1,298 93,221

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ の 他

（款）  10. 教育費 （項）   2. 小学校費 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 既　定　額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源



薬品費

計 118,415 △2,403 116,012 △2,403

△386  10. 需  用  費 △386  4. 町民プール費 3,683 △386 3,297

 10. 需  用  費 △93 食糧費

  8. 旅    　費 △130 指導員研修旅費

審判員報償金                             　△120

大会記念品費                             　△351△694   7. 報  償  費 △471  2. 武道館費 3,517 △694 2,823

 12. 委  託  料 △500 ドローンイベント委託料

 11. 役  務  費 △216 保険料

 10. 需  用  費 △180 ジュニア駅伝大会費

各種大会報償品費                         　△364

各種大会報償金                            　△63△1,323   7. 報  償  費 △427  1. 保健体育総務費 17,217 △1,323 15,894

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ の 他

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 既　定　額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源
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（款）  10. 教育費 （項）   6. 保健体育費 （単位：千円）



- 25 -

△300 △48

17  14. 工事請負費 △813 令和３年災

計 22,254 △975 21,279 △627

  2. 河川災害復旧費 8,942 △813 8,129 △530 △300

△65  14. 工事請負費 △162 令和３年災

旧費

（款）  11. 災害復旧費 （項）   2. 公共土木施設災害復旧費

  1. 道路橋梁災害復 13,312 △162 13,150 △97

△33 △274

及び交付金

計 14,719 △1,841 12,878 1,566 △3,100

事業割負担金 18. 負担金補助 △6

令和３年災 14. 工事請負費 △1,143

消耗品費 10. 需  用  費 14

普通旅費

復旧費

△2,000 △314   8. 旅    　費 △50

及び交付金

  2. 農業用施設災害 8,868 △1,185 7,683 1,129

事業割負担金 18. 負担金補助 △3

令和３年災 14. 工事請負費 △634

消耗品費△1,100 △33 40  10. 需  用  費 △19  1. 農地災害復旧費 3,101 △656 2,445 437

説　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ の 他

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 既　定　額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源

（款）  11. 災害復旧費 （項）   1. 農林水産施設災害復旧費 （単位：千円）


