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令和元年度北中城村一般会計補正予算(第７号)について 
 

 

 令和元年度北中城村の一般会計補正予算(第７号)を別紙のとおり提出し、議会の議決を求めます。 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月６日提出 

北中城村長 新 垣 邦 男 

 



令和元年度北中城村一般会計補正予算(第７号) 
 

 

 令和元年度北中城村の一般会計補正予算(第７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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４５，１３８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ８，３３５，９３２千円と定める。 

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） 

第２条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許

費」による。 

 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 



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． 村税 2,432,457 4,451 2,436,908

２． 固定資産税 1,385,217 4,451 1,389,668

３． 利子割交付金 1,600 △638 962

１． 利子割交付金 1,600 △638 962

４． 配当割交付金 3,700 △251 3,449

１． 配当割交付金 3,700 △251 3,449

５． 株式等譲渡所得割交付金 4,100 △1,639 2,461

１． 株式等譲渡所得割交付金 4,100 △1,639 2,461

６． 地方消費税交付金 267,000 △14,974 252,026

１． 地方消費税交付金 267,000 △14,974 252,026

７． ゴルフ場利用税交付金 7,600 △140 7,460

１． ゴルフ場利用税交付金 7,600 △140 7,460

８． 環境性能割交付金 6,400 676 7,076

１． 環境性能割交付金 6,400 676 7,076

１６． 国庫支出金 1,659,326 △46,821 1,612,505

２． 国庫補助金 848,842 △46,821 802,021

１７． 県支出金 1,060,761 1,751 1,062,512

１． 県負担金 396,527 347 396,874

２． 県補助金 632,603 3,827 636,430

３． 委託金 31,631 △2,423 29,208

１８． 財産収入 44,162 525 44,687

１． 財産運用収入 44,160 525 44,685

２０． 繰入金 321,772 △473 321,299

２． 基金繰入金 321,530 △473 321,057

－　１　－



（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

２２． 諸収入 114,993 6,895 121,888

３． 雑入 79,643 6,895 86,538

２３． 村債 607,058 △194,500 412,558

１． 村債 607,058 △194,500 412,558

歳               入               合               計 8,581,070 △245,138 8,335,932

－　２　－



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 議会費 96,316 △68 96,248

１． 議会費 96,316 △68 96,248

２． 総務費 1,712,848 △232,008 1,480,840

１． 総務管理費 1,554,107 △231,172 1,322,935

２． 徴税費 101,190 412 101,602

３． 戸籍住民基本台帳費 46,194 △825 45,369

４． 選挙費 9,021 △423 8,598

３． 民生費 2,919,987 13,394 2,933,381

１． 社会福祉費 1,370,387 11,582 1,381,969

２． 児童福祉費 1,549,600 1,812 1,551,412

４． 衛生費 1,036,368 427 1,036,795

１． 保健衛生費 671,216 △1,668 669,548

２． 清掃費 365,152 2,095 367,247

５． 農林水産業費 218,790 19,093 237,883

１． 農業費 212,047 19,093 231,140

２． 林業費 3,947 0 3,947

６． 商工費 198,304 △3,392 194,912

１． 商工費 198,304 △3,392 194,912

７． 土木費 712,006 △33,567 678,439

１． 土木管理費 50,821 △672 50,149

２． 道路橋梁費 196,583 △29,219 167,364

３． 都市計画費 464,602 △3,676 460,926

８． 消防費 236,633 △380 236,253

１． 消防費 236,633 △380 236,253

－　３　－



（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

９． 教育費 961,460 △7,161 954,299

１． 教育総務費 120,138 △3,179 116,959

２． 小学校費 197,524 2,705 200,229

３． 中学校費 131,819 △5,238 126,581

４． 幼稚園費 56,169 △220 55,949

５． 社会教育費 188,348 △2,552 185,796

６． 保健体育費 267,462 1,323 268,785

１１． 公債費 452,508 △1,476 451,032

１． 公債費 452,508 △1,476 451,032

歳               出               合               計 8,581,070 △245,138 8,335,932

－　４　－



第２表　繰越明許費

（単位：千円）

事 業 名 金 額

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 保育所等整備事業費補助金 213,477

沖縄県放課後児童クラブ支援事業 3,518

4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費 公営墓地整備事業 141,408

5 農 林 水 産 業 費 1 農 業 費 安谷屋第２地区かんがい施設整備事業 39,403

7 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 村道北中城高校１２７号線整備事業 1,481

中城公園アクセス線整備事業 17,089

3 都 市 計 画 費 南部延伸線地区外用地購入事業 1,636

418,012

款 項

合 計

－　５　－



１　変更 （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

公共施設等適正管理推進事業債
（村役場第一庁舎改築事業）

272,800 77,900

公共事業等債
（村道北中城高校127号線整備事業）

20,300 19,000

一般補助施設整備等事業債
（公営墓地整備事業）

35,700 37,200

一般事業債
（沖縄県放課後児童クラブ支援事業）

13,000 13,200

計 341,800 147,300

第３表　地方債補正

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

(借入方法)
　証書借入又は
地方証券発行に
よる。

(借入先)
　財政融資資
金、地方公共団
体金融機構資
金、その他

　5%以内(ただ
し、利率見直し
方式で借入れる
財政融資資金及
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)

　30年以内の償
還、その他借入
先の融資条件に
よる。ただし、
村財政の都合に
より繰上償還ま
たは低利債に借
換えすることが
できる。

変更なし 変更なし 変更なし

－　６　－



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． 村税 ２，４３２，４５７ ４，４５１ ２，４３６，９０８

３． 利子割交付金 １，６００ △６３８ ９６２

４． 配当割交付金 ３，７００ △２５１ ３，４４９

５． 株式等譲渡所得割交付金 ４，１００ △１，６３９ ２，４６１

６． 地方消費税交付金 ２６７，０００ △１４，９７４ ２５２，０２６

７． ゴルフ場利用税交付金 ７，６００ △１４０ ７，４６０

８． 環境性能割交付金 ６，４００ ６７６ ７，０７６

１６． 国庫支出金 １，６５９，３２６ △４６，８２１ １，６１２，５０５

１７． 県支出金 １，０６０，７６１ １，７５１ １，０６２，５１２

１８． 財産収入 ４４，１６２ ５２５ ４４，６８７

２０． 繰入金 ３２１，７７２ △４７３ ３２１，２９９

２２． 諸収入 １１４，９９３ ６，８９５ １２１，８８８

２３． 村債 ６０７，０５８ △１９４，５００ ４１２，５５８

　　　　 歳          入          合          計 ８，５８１，０７０ △２４５，１３８ ８，３３５，９３２

－　７　－



（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 96,316 △68 96,248 △68

2. 総務費 1,712,848 △232,008 1,480,840 △19,787 △194,900 △11,490 △5,831

3. 民生費 2,919,987 13,394 2,933,381 △1,293 200 △734 15,221

4. 衛生費 1,036,368 427 1,036,795 3,356 1,500 △4,429

5. 農林水産業費 218,790 19,093 237,883 10,926 △6 8,173

6. 商工費 198,304 △3,392 194,912 △709 △110 △2,573

7. 土木費 712,006 △33,567 678,439 △27,289 △1,300 △831 △4,147

8. 消防費 236,633 △380 236,253 △380

9. 教育費 961,460 △7,161 954,299 △10,274 △4,250 7,363

11. 公債費 452,508 △1,476 451,032 △1,476

 歳     出     合     計 8,581,070 △245,138 8,335,932 △45,070 △194,500 △17,421 11,853

－　８　－

一 般 財 源



２．歳　入

（款） 1. 村税  （項） 2. 固定資産税 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 固定資産税 1,379,607 4,451 1,384,058 1. 現年課税分 4,451 土地                  4,606

家屋                 15,148

償却資産               △15,303

　 　　計 1,385,217 4,451 1,389,668

（款） 3. 利子割交付金  （項） 1. 利子割交付金

節

区　　　　　分 金　　額

1. 利子割交付金 1,600 △638 962 1. 利子割交付金 △638 利子割交付金                  △638

　 　　計 1,600 △638 962

（款） 4. 配当割交付金  （項） 1. 配当割交付金

節

区　　　　　分 金　　額

1. 配当割交付金 3,700 △251 3,449 1. 配当割交付金 △251 配当割交付金                  △251

　 　　計 3,700 △251 3,449

（款） 5. 株式等譲渡所得割交付金  （項） 1. 株式等譲渡所得割交付金

節

区　　　　　分 金　　額

1. 株式等譲渡所得割交付 4,100 △1,639 2,461 1. 株式等譲渡所得割交付 △1,639 株式等譲渡所得割交付金                △1,639

金 金

　 　　計 4,100 △1,639 2,461

－　９　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 6. 地方消費税交付金  （項） 1. 地方消費税交付金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 地方消費税交付金 267,000 △14,974 252,026 1. 地方消費税交付金 △14,974 地方消費税交付金                △8,384

地方消費税交付金(社会保障財源化分)               △6,590

　 　　計 267,000 △14,974 252,026

（款） 7. ゴルフ場利用税交付金  （項） 1. ゴルフ場利用税交付金

節

区　　　　　分 金　　額

1. ゴルフ場利用税交付金 7,600 △140 7,460 1. ゴルフ場利用税交付金 △140 ゴルフ場利用税交付金                  △140

　 　　計 7,600 △140 7,460

（款） 8. 環境性能割交付金  （項） 1. 環境性能割交付金

節

区　　　　　分 金　　額

1. 環境性能割交付金 6,400 676 7,076 1. 環境性能割交付金 676 自動車取得税交付金                  1,311

環境性能割交付金                  △635

　 　　計 6,400 676 7,076

（款） 16. 国庫支出金  （項） 2. 国庫補助金

節

区　　　　　分 金　　額

1. 民生費国庫補助金 231,687 △1,643 230,044 3. 社会福祉費国庫補助金 △442 年金生活者支援給付金支給業務市町村                    58
事務取扱交付金

生活困窮者支援共助の基盤づくり事業                 △500
補助金

－　１０　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

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 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

5. 障害者自立支援給付費 △1,201 地域生活支援事業国庫補助金                △1,201

等国庫補助金

4. 教育費国庫補助金 3,908 86 3,994 3. 幼稚園就園奨励費国庫 86 幼稚園就園奨励費補助金                     86

補助金

5. 防衛施設周辺障害防止 24,113 △4,063 20,050 1. 防衛施設周辺障害防止 △4,063 教育施設等騒音防止対策事業費補助金               △4,063

事業費補助金 事業費補助金

7. 特定防衛施設周辺整備 57,035 0 57,035 1. 特定防衛施設周辺整備 0 基金積立金（学校給食調理場備品購入               △1,542
調整交付金 調整交付金 事業）

渡口多目的広場東屋整備工事                △2,068

北中城中学校外構整備工事                  4,539

福祉送迎車両購入事業                   △65

道路環境整備車両購入                  △864

8. 地方道路改修費国庫補 273,902 △24,357 249,545 3. 社会資本整備総合交付 △24,357 アワセ土地区画整理事業                  △357

助金 金 村道北中城高校127号線整備事業               △12,000

中城公園アクセス線整備事業               △12,000

26. 総務費国庫補助金 22,700 △211 22,489 8. 沖縄観光防災力強化支 △211 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金                 △211

援事業費補助金

31. プレミアム付商品券事 38,381 △16,633 21,748 1. プレミアム付商品券事 △418 プレミアム付商品券事務費補助金                  △418

業補助金 務費補助金

2. プレミアム付商品券事 △16,215 プレミアム付商品券事業費補助金               △16,215

業費補助金

　 　　計 848,842 △46,821 802,021

－　１１　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 17. 県支出金  （項） 1. 県負担金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

2. 衛生費県負担金 26,662 347 27,009 1. 保健衛生費県負担金 347 基盤安定県負担金（後期高齢者医療）                   347

　 　　計 396,527 347 396,874

（款） 17. 県支出金  （項） 2. 県補助金

節

区　　　　　分 金　　額

2. 民生費県補助金 174,353 △1,957 172,396 3. 老人福祉費県補助金 △349 地域医療介護総合確保基金事業補助金                 △349

4. 児童福祉費県補助金 △1,008 ひとり親家庭認可外保育施設利用料補               △1,574
助金

子ども・子育て支援事業費補助金（教               △2,430
育費）

子ども・子育て支援事業費補助金（民                   896
生費）

保育士正規雇用化促進事業補助金                  2,100

5. 障害者自立支援給付費 △600 地域生活支援事業県補助金                  △600

等県補助金

4. 農林水産業費県補助金 4,566 1,522 6,088 1. 農業費県補助金 1,836 農地利用最適化交付金                  1,836

23. 人・農地問題解決加速 △314 人・農地問題解決加速化支援事業補助                 △314
化支援事業補助金 金

7. 沖縄振興特別推進交付 353,387 4,444 357,831 1. 沖縄振興特別推進交付 4,444 観光誘客プロモーション事業                  △486

金 金 公営墓地整備事業                  3,509

リュウキュウマツ保全事業                    120

観光周遊バス事業                  △223

－　１２　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 17. 県支出金  （項） 2. 県補助金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

キャンプ瑞慶覧特定駐留軍用地推進基                 △452
金事業

営農支援強化事業                  2,651

農を活かした北中城活性化事業                  6,815

総合英会話指導支援事業                  △304

海外子弟青年交流事業                  △584

琉球歴史風致資産調査事業                △1,931

特別支援教育支援員配置事業                △4,242

学習支援員配置事業                  △169

小中学生県外派遣補助事業（社会教育                   240
関連）

健康長寿のまちづくりアクション事業                 △500

9. 沖縄振興公共投資交付 62,972 △182 62,790 1. 沖縄振興公共投資交付 △182 安谷屋第２地区畑地かんがい施設整備                 △182
金 金 事業

　 　　計 632,603 3,827 636,430

（款） 17. 県支出金  （項） 3. 委託金

節

区　　　　　分 金　　額

1. 総務費委託金 27,682 △423 27,259 3. 選挙事務費委託金 △423 参議院議員選挙費委託金                  △423

5. 教育費委託金 2,150 △2,000 150 1. 教育費委託金 △2,000 「渡口・和仁屋近世墓群」発掘調査委               △2,000
託金

　 　　計 31,631 △2,423 29,208

－　１３　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 18. 財産収入  （項） 1. 財産運用収入 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 財産貸付収入 43,335 525 43,860 1. 土地建物貸付収入 525 軍用地料（ライカムロウワー地区）                   168

村有地賃貸料（ライカム地区LNG）                    357

　 　　計 44,160 525 44,685

（款） 20. 繰入金  （項） 2. 基金繰入金

節

区　　　　　分 金　　額

2. 青少年交流基金繰入金 540 △55 485 1. 青少年交流基金繰入金 △55 青少年交流基金繰入金                   △55

3. 財政調整基金繰入金 137,768 15,219 152,987 1. 財政調整基金繰入金 15,219 財政調整基金繰入金                 15,219

4. ふるさと基金繰入金 15,086 △1,194 13,892 1. ふるさと基金繰入金 △1,194 ふるさと基金繰入金                △1,194

5. ふるさと応援基金繰入 19,592 △59 19,533 1. ふるさと応援基金繰入 △59 ふるさと応援基金繰入金                   △59

金 金

7. 庁舎建設基金繰入金 37,976 1,460 39,436 1. 庁舎建設基金繰入金 1,460 庁舎建設基金繰入金                  1,460

16. 特定駐留軍用地内土地 57,888 △12,168 45,720 1. 特定駐留軍用地内土地 △12,168 特定駐留軍用地内土地取得事業基金繰              △12,168
取得事業基金繰入金 取得事業基金繰入金 入金

17. 特定防衛施設周辺整備 51,191 △3,676 47,515 1. 特定防衛施設周辺整備 △3,676 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業               △3,676
調整交付金事業基金繰 調整交付金事業基金繰 基金繰入金

入金 入金

　 　　計 321,530 △473 321,057

－　１４　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 22. 諸収入  （項） 3. 雑入 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

2. 雑入 79,641 6,895 86,536 1. 雑入 6,895 サマージャンボ宝くじ基金交付金                  △263

ハロウィンジャンボ宝くじ収益金                  △256

プレミアム付商品券販売収入                  △950

一般介護予防事業利用者負担分                  △290

介護予防サービス計画作成費                  △466

軽度生活援助員派遣事業利用者負担料                  △29

後期高齢者医療共通経費精算金                  1,271

後期高齢者医療給付費精算金                  7,611

平成30年度未熟児養育医療国庫負担金                   178

平成30年度沖縄県未熟児養育医療負担                    89
金

　 　　計 79,643 6,895 86,538

（款） 23. 村債  （項） 1. 村債

節

区　　　　　分 金　　額

1. 総務債 507,058 △194,900 312,158 7. 公共施設等適正管理推 △194,900 村役場第一庁舎改築事業              △194,900

進事業債

3. 土木債 29,400 △1,300 28,100 4. 公共事業等債 △1,300 村道北中城高校127号線整備事業                △1,300

4. 民生債 19,200 200 19,400 3. 一般事業債 200 沖縄県放課後児童クラブ支援事業（継                   200
足単独分）

8. 衛生債 35,700 1,500 37,200 1. 一般補助施設整備等事 1,500 公営墓地整備事業                  1,500

業債

　 　　計 607,058 △194,500 412,558

－　１５　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



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

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. 議会費 96,316 △68 96,248 △68 9. 旅費 32 議員費用弁償             98

普通旅費           △16

特別旅費           △50

11. 需用費 △100 印刷製本費          △100

　計 96,316 △68 96,248 △68

－　１６　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 1. 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 395,998 △2,177 393,821 △2,177 2. 給料 △1,100 一般職給料        △1,100

3. 職員手当等 274 扶養手当            245

住居手当             27

通勤手当              2

4. 共済費 △93 一般職員共済組合負担金          △150

職員互助会負担金（一般職）             57

13. 委託料 △758 職員健康診断委託料               

ストレスチェック制度委託料               

葛巻町姉妹町村盟約締結30周年事業委              
託料

19. 負担金、補 △500 総合事務組合負担金          △500

助及び交付

金

2. 文書広報費 5,265 △400 4,865 △400 11. 需用費 △400 印刷製本費          △400

4. 財産管理費 47,666 △786 46,880 △786 13. 委託料 △504 庁舎警備委託料               

空調機器コンデンサー洗浄委託料               

18. 備品購入費 △252 機械器具備品（シュレッダー）          △252

27. 公課費 △30 自動車重量税           △30

5. 企画費 164,998 △30,381 134,617 △17,085 △13,118 △178 3. 職員手当等 △232 扶養手当             40

住居手当             12

時間外勤務手当（プレミアム）          △284

4. 共済費 2 職員共済組合負担金              2

－　１７　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 1. 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

7. 賃金 △134 臨時職員賃金（プレミアム）          △134

11. 需用費 △50 消耗品費（ロウワープラザ地区先行取          △50
得）

12. 役務費 42 通信運搬費             42

13. 委託料 △637 ロウワープラザ地区先行取得支援事業              
委託料

第四次総合計画（後期基本計画）策定              
業務

17. 公有財産購 △12,168 キャンプ瑞慶覧ライカムロウワー地区      △12,168
入費 用地取得費

19. 負担金、補 △17,204 プレミアム付商品券事業費負担金       △17,165

助及び交付 沖縄県地域づくりネットワーク負担金          △20

金 沖縄県軍用地等地主会連合会負担金          △19

7. 平和費 6,115 △790 5,325 △584 △206 8. 報償費 △156 講師謝礼金（海外移住者子弟研修）         △156

9. 旅費 △576 費用弁償（海外移住者子弟研修）          △576

11. 需用費 △58 食糧費（海外移住者子弟研修）           △58

8. 電算費 91,761 △2,863 88,898 58 △2,921 13. 委託料 △191 社会保障税番号制度創設に伴うシステ              
ム対応業務

14. 使用料及び △2,672 住基ネットワークシステム賃借料        △1,416

賃借料 電算室機器等賃借料          △485

戸籍総合システム機器更新賃借料          △461

ＰＣ管理ツール賃借料           △88

－　１８　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 1. 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

住民基本台帳システムリプレース賃借         △222
料

10. 防災諸費 288,887 △2,241 286,646 △211 △2,030 13. 委託料 △2,000 現場技術業務委託料（防災無線整備事              
業）

18. 備品購入費 △241 備品購入費(観光防災力強化支援事業)         △241

15. 文化振興費 5,220 △159 5,061 △159 11. 需用費 △59 燃料費           △59

14. 使用料及び △100 複写機等使用料          △100

賃借料

32. 特定駐留軍 14,501 169 14,670 168 1 25. 積立金 169 キャンプ瑞慶覧特定駐留軍用地推進基           169
用地内土地 金積立金

取得事業基

金

33. 特定防衛施 18,056 △1,544 16,512 △1,542 △2 25. 積立金 △1,544 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金       △1,544
設周辺整備 積立金

調整交付金

事業基金

35. 庁舎建設費 315,223 △190,000 125,223 △194,900 1,460 3,440 15. 工事請負費 △190,000 村役場第一庁舎改築工事費               

　計 1,554,107 △231,172 1,322,935 △19,364 △194,900 △11,490 △5,418

－　１９　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 2. 徴税費 （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. 税務総務費 68,340 △570 67,770 △570 7. 賃金 △575 臨時職員賃金          △575

9. 旅費 5 普通旅費              5

2. 賦課徴収費 32,850 982 33,832 982 13. 委託料 982 派遣委託料               

　計 101,190 412 101,602 412

－　２０　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 3. 戸籍住民基本台帳費 （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. 戸籍住民基 46,194 △825 45,369 △825 2. 給料 294 一般職給料            294

本台帳費

4. 共済費 74 職員共済組合負担金             70

事務費（一般職）              4

7. 賃金 △30 臨時職員賃金           △30

11. 需用費 △300 印刷製本費          △300

13. 委託料 △863 派遣委託料（産休代替）               

　計 46,194 △825 45,369 △825

－　２１　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 4. 選挙費 （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

6. 参議院議員 6,828 △423 6,405 △423 7. 賃金 △171 臨時職員賃金          △171

選挙費

8. 報償費 △177 報償費          △177

9. 旅費 △31 費用弁償           △31

11. 需用費 △44 消耗品費           △24

食糧費           △20

　計 9,021 △423 8,598 △423

－　２２　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 1. 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

1. 社会福祉総 349,214 30,879 380,093 △500 31,379 8. 報償費 △162 民生委員・児童委員活動謝礼金           △80

務費
成年後見制度利用促進中核機関委員報          △82
償費

11. 需用費 △194 消耗品費           △50

車両燃料費           △90

印刷製本費（納付書送付用封筒）           △54

19. 負担金、補 △127 民生委員児童委員協議会活動補助金         △127

助及び交付

金

28. 繰出金 31,362 国保財政安定化支援事業費繰出金        △8,638

その他繰出金         40,000

2. 身体障害者 30,944 20 30,964 20 12. 役務費 20 重度心身障害者医療費助成審査等手数            20
福祉費 料

3. 老人福祉費 52,265 △1,869 50,396 △29 △1,840 8. 報償費 △173 トーカチ、カジマヤー及び新百歳報償         △173
費

12. 役務費 △319 老人福祉電話料          △319

13. 委託料 △830 軽度生活援助事業委託料（自立高齢者              
対象ホームヘルパー派遣）

19. 負担金、補 △105 各字老人クラブ育成補助金          △105

助及び交付

金

20. 扶助費 △442 老人日常用具給付等事業費           △65

敬老年金          △377

－　２３　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 1. 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

5. 介護保険事 309,819 △17,370 292,449 △414 △756 △16,200 1. 報酬 △1,479 委員報酬（地域包括ケア推進協議会）          △54

業費 嘱託員報酬（地域包括支援センター）         △548

嘱託員報酬（介護予防事業）          △658

嘱託員報酬（認知症施策推進事業）         △219

3. 職員手当等 △28 臨時職員通勤手当           △28

8. 報償費 △2,734 報償費（通所型Ｃサービス事業）          △780

報償費（介護予防普及啓発事業）        △1,082

報償費（地域ケア会議推進事業）          △280

報償費（生活支援体制整備事業）          △160

報償費（認知症総合支援事業）          △199

報償費（市民後見推進事業）          △233

9. 旅費 △2,249 費用弁償（介護予防・日常生活支援総         △310
合事業）

費用弁償（市民後見推進事業講師）         △250

費用弁償（認知症総合支援事業）          △153

嘱託員費用弁償           △50

費用弁償（市民後見推進事業）          △200

費用弁償（生活支援整備体制事業）         △340

費用弁償（地域ケア会議推進事業）         △200

特別旅費（認知症総合支援事業）          △196

特別旅費（生活支援体制整備事業）         △240

－　２４　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 1. 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

特別旅費（介護予防・日常生活支援総         △310
合事業）

11. 需用費 △670 消耗品費(地域介護予防活動支援事業)         △230

消耗品費（生活支援体制整備事業）          △86

消耗品費（認知症総合支援事業）          △130

燃料費（地域包括支援センター車両）         △174

印刷製本費（生活支援体制整備事業）          △50

12. 役務費 △29 口座引落手数料（食の自立支援事業）          △29

13. 委託料 △8,374 介護予防(要支援)サービス計画委託料              

ぬちぐすい予備校給食調理業務               

食の自立支援事業委託料（安否確認を              
伴う）

一般介護予防事業委託料               

介護予防ケアマネジメント作成（第１              
号事業）委託料

生活支援サービス事業               

主任介護支援専門員業務委託料               

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業              
務

14. 使用料及び △243 地域包括複写機等使用料          △113

賃借料 使用料（認知症総合支援事業）          △130

18. 備品購入費 △435 車両購入費（地域包括支援センター）         △435

－　２５　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 1. 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

19. 負担金、補 △721 負担金（介護予防・日常生活支援総合          △22
助及び交付 事業）

金 地域医療介護総合確保基金事業補助金         △349

通所型Ｂサービス事業補助金          △350

20. 扶助費 △408 成年後見制度利用支援事業助成金          △408

8. 障害者自立 620,075 △78 619,997 △1,801 1,723 1. 報酬 △61 委員報酬（自立支援協議会）           △61

支援諸費

9. 旅費 △17 委員費用弁償（自立支援協議会）           △17

　計 1,370,387 11,582 1,381,969 △2,715 △785 15,082

－　２６　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 2. 児童福祉費 （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

1. 児童福祉総 73,821 △852 72,969 △678 △11 △163 3. 職員手当等 714 時間外勤務手当（幼児教育・保育無償           714
務費 化）

7. 賃金 32 臨時職員賃金(幼児教育・保育無償化)            32

11. 需用費 150 印刷製本費（幼児教育・保育無償化）           150

19. 負担金、補 △1,748 ひとり親家庭認可外保育施設利用料補       △1,748
助及び交付 助金

金

2. 保育所費 940,892 2,664 943,556 2,100 62 502 3. 職員手当等 15 住居手当             15

11. 需用費 189 施設等修繕費            189

19. 負担金、補 2,460 保育士処遇事業費補助金            360

助及び交付 保育士正規雇用化促進事業補助金          2,100

金

4. 児童館費 156,206 0 156,206 200 △200 財源組替               

　計 1,549,600 1,812 1,551,412 1,422 200 51 139

－　２７　－

節

一般財源



（款） 4. 衛生費  （項） 1. 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

1. 保健衛生総 193,667 △820 192,847 △820 2. 給料 △590 一般職給料          △590

務費

3. 職員手当等 30 児童手当             30

4. 共済費 △260 職員共済組合負担金          △260

3. 母子保健費 30,063 △700 29,363 △700 8. 報償費 △100 健診外報償費          △100

13. 委託料 △600 妊婦健診委託料               

4. 保健事業費 89,035 △163 88,872 △153 △10 13. 委託料 △626 健康長寿のまちづくりアクション事業              
委託料

28. 繰出金 463 保険基盤安定繰出金(後期高齢者医療)           463

5. 子ども医療 75,665 15 75,680 15 23. 償還金、利 15 県補助金返還金             15

費 子及び割引

料

6. 環境衛生費 225,212 0 225,212 3,509 1,500 △5,009 財源組替               

　計 671,216 △1,668 669,548 3,356 1,500 △6,524

－　２８　－

節

一般財源



（款） 4. 衛生費  （項） 2. 清掃費 （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. 清掃総務費 365,152 2,095 367,247 2,095 7. 賃金 300 年休代替作業員賃金            300

11. 需用費 680 村指定袋購入費            880

燃料費（植物ごみ資源化ヤード）          △200

12. 役務費 1,115 一般廃棄物処理手数料徴収事務          1,115

　計 365,152 2,095 367,247 2,095

－　２９　－

節

一般財源



（款） 5. 農林水産業費  （項） 1. 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

1. 農業委員会 9,880 1,836 11,716 1,836 1. 報酬 1,836 委員報酬（最適化交付金）          1,836

費

2. 農業総務費 56,471 20 56,491 20 4. 共済費 20 職員共済組合負担金             20

3. 農業振興費 75,623 △444 75,179 9,152 △9,596 13. 委託料 △314 人・農地プラン実質化地図作成委託業              
務

19. 負担金、補 △130 南中部農産物フェアー負担金          △130

助及び交付

金

5. 農地費 70,057 17,681 87,738 △182 △6 17,869 17. 公有財産購 17,681 安谷屋第２地区かんがい施設用地費        17,681

入費

　計 212,047 19,093 231,140 10,806 △6 8,293

－　３０　－

節

一般財源



（款） 5. 農林水産業費  （項） 2. 林業費 （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

1. 林業振興費 3,947 0 3,947 120 △120 財源組替               

　計 3,947 0 3,947 120 △120

－　３１　－

節

一般財源



（款） 6. 商工費  （項） 1. 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

2. 商工業振興 77,302 △434 76,868 △110 △324 12. 役務費 △324 手数料（軽減税率対応・ＰＯＳレジシ         △324
費 ステム設定変更）

14. 使用料及び △110 チャレンジショップ賃借料          △110

賃借料

3. 観光費 106,921 △2,958 103,963 △709 △2,249 9. 旅費 △608 費用弁償（観光誘客プロモーション事         △394
業）

特別旅費（観光誘客プロモーション事         △214
業）

13. 委託料 △2,350 観光周遊バス導入支援業務委託料               

観光周遊バス運行委託料               

　計 198,304 △3,392 194,912 △709 △110 △2,573

－　３２　－

節

一般財源



（款） 7. 土木費  （項） 1. 土木管理費 （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. 土木総務費 50,821 △672 50,149 △672 2. 給料 △373 一般職給料          △373

3. 職員手当等 △152 扶養手当             10

通勤手当              3

児童手当          △165

4. 共済費 △147 職員共済組合負担金           △74

追加費用（一般職）           △72

事務費（一般職）            △1

　計 50,821 △672 50,149 △672

－　３３　－

節

一般財源



（款） 7. 土木費  （項） 2. 道路橋梁費 （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. 道路維持費 27,948 0 27,948 △864 864 財源組替               

2. 道路新設改 168,635 △29,219 139,416 △24,000 △1,300 △3,919 15. 工事請負費 △14,219 村道北中城高校127号線 橋梁上部工工              
良費 事

村道北中城高校127号線 橋梁上部工附              
帯工事

17. 公有財産購 △15,000 用地購入費（中城公園アクセス線）      △15,000

入費

　計 196,583 △29,219 167,364 △24,864 △1,300 △3,055

－　３４　－

節

一般財源



（款） 7. 土木費  （項） 3. 都市計画費 （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. 都市計画総 231,720 509 232,229 509 2. 給料 362 一般職給料            362

務費

4. 共済費 147 職員共済組合負担金             75

追加費用（一般職）             71

事務費（一般職）              1

2. 土地区画整 189,542 △1,585 187,957 △357 △1,188 △40 13. 委託料 △1,188 アワセ地区環境影響評価事後調査業務              
理費 （追加分）

19. 負担金、補 △397 アワセ土地区画整理組合負担金          △397

助及び交付

金

3. 公園費 43,340 △2,600 40,740 △2,068 357 △889 15. 工事請負費 △2,600 渡口多目的広場東屋整備工事               

　計 464,602 △3,676 460,926 △2,425 △831 △420

－　３５　－

節

一般財源



（款） 8. 消防費  （項） 1. 消防費 （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. 消防施設費 236,633 △380 236,253 △380 19. 負担金、補 △380 中城北中城消防組合負担金          △380

助及び交付

金

　計 236,633 △380 236,253 △380

－　３６　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 1. 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

2. 事務局費 118,090 △3,179 114,911 △2,344 △55 △780 3. 職員手当等 △410 時間外勤務手当（幼児教育・保育無償         △389
化）

臨時職員通勤手当（幼児教育・保育無          △21
償化）

4. 共済費 △70 労災保険料           △70

7. 賃金 △1,670 臨時職員賃金（適応教育支援員）          △100

臨時職員賃金（幼児教育・保育無償化       △1,570
実施円滑化事業）

11. 需用費 △110 消耗品費（幼児教育・保育無償化）          △90

印刷製本費（幼児教育・保育無償化）          △20

12. 役務費 △160 通信運搬費（幼児教育・保育無償化）         △160

13. 委託料 △120 ストレスチェック制度委託料               

14. 使用料及び △79 パソコン賃借料（幼児教育・保育無償          △79
賃借料 化）

18. 備品購入費 △101 庁用備品（幼児教育・保育無償化）         △101

19. 負担金、補 △459 特定教育・保育施設運営費負担金            374

助及び交付 幼稚園就園奨励費補助金            258

金 一時預かり事業補助金        △1,091

　計 120,138 △3,179 116,959 △2,344 △55 △780

－　３７　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 2. 小学校費 （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. 学校管理費 160,797 △6,107 154,690 △7,906 1,799 1. 報酬 △600 嘱託員報酬（英会話指導員）          △600

7. 賃金 △700 臨時職員賃金（特別支援員）          △700

11. 需用費 1,012 光熱水費            760

施設修繕費            252

13. 委託料 △2,195 各種検査委託料               

島袋小学校校舎防音機能復旧工事監理              
業務

島袋小学校改修工事監理業務               

北中城小学校校舎防音機能復旧設計業              
務委託料

15. 工事請負費 △5,624 島袋小学校校舎防音機能復旧工事               

島袋小学校改修工事               

18. 備品購入費 2,000 管理備品購入費          2,000

2. 教育振興費 36,727 8,812 45,539 8,812 13. 委託料 △540 標準学力検査委託料               

18. 備品購入費 9,352 小学校教師用教科書・指導書購入費         3,579

小学校教師用教科書・指導書購入費         5,773

　計 197,524 2,705 200,229 △7,906 10,611

－　３８　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 3. 中学校費 （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. 学校管理費 55,331 △300 55,031 △712 412 13. 委託料 △300 諸検査委託料               

2. 教育振興費 36,496 △290 36,206 △290 13. 委託料 △200 学力検査等委託料               

19. 負担金、補 △90 生徒会リーダー宿泊学習補助金           △90

助及び交付

金

3. 学校建設費 39,992 △4,648 35,344 4,539 △9,187 13. 委託料 △78 外構整備工事工事発注支援業務委託料              

外構整備工事現場技術業務委託料               

15. 工事請負費 △4,570 中学校外構整備工事費               

　計 131,819 △5,238 126,581 3,827 △9,065

－　３９　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 4. 幼稚園費 （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. 幼稚園費 56,169 △220 55,949 △160 △60 13. 委託料 △220 諸検査委託料               

　計 56,169 △220 55,949 △160 △60

－　４０　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 5. 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

1. 社会教育総 65,970 △114 65,856 △114 3. 職員手当等 150 扶養手当             10

務費 児童手当            140

9. 旅費 △114 費用弁償（学校支援地域本部事業）         △114

11. 需用費 △50 食糧費           △50

19. 負担金、補 △100 青年・婦人国内研修派遣費補助金          △100

助及び交付

金

2. 公民館費 38,374 △288 38,086 △288 3. 職員手当等 56 住居手当             54

通勤手当              2

8. 報償費 △60 講師謝礼金           △60

9. 旅費 △164 普通旅費          △164

12. 役務費 △50 手数料（生涯学習フェスティバル）          △50

19. 負担金、補 △70 各種研修会負担金           △70

助及び交付

金

3. 文化財保護 15,251 △2,150 13,101 △3,931 1,781 13. 委託料 △2,000 「渡口・和仁屋近世墓群」発掘調査支              
費 援業務委託料

19. 負担金、補 △150 中城城跡共同管理協議会負担金          △150

助及び交付

金

4. あやかりの 68,753 0 68,753 △519 519 財源組替               

杜運営費

　計 188,348 △2,552 185,796 △3,931 △519 1,898

－　４１　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 6. 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

1. 保健体育総 30,812 △402 30,410 240 △642 1. 報酬 △132 委員報酬（スポーツ推進委員会）          △132

務費

9. 旅費 △550 費用弁償（第60回全国スポーツ推進委         △106
員三重大会）

費用弁償（スポーツ推進委員等）          △260

費用弁償（第62回九州スポーツ推進委          △87
員佐賀大会）

特別旅費（第60回全国スポーツ推進委          △53
員三重大会）

特別旅費（第62回九州スポーツ推進委          △44
員佐賀大会）

12. 役務費 △70 各種スポ－ツ傷害保険料           △70

19. 負担金、補 350 北中城村児童生徒の県外派遣補助金           350

助及び交付

金

2. 体育施設費 75,646 △300 75,346 △300 11. 需用費 △300 光熱水費          △300

3. 学校給食管 161,004 2,025 163,029 △3,676 5,701 2. 給料 3 一般職給料              3

理費

4. 共済費 84 労災保険料             84

11. 需用費 722 燃料費          △451

光熱水費          1,173

18. 備品購入費 △747 調理場厨房機器購入費          △747

－　４２　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 6. 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

19. 負担金、補 1,963 学校給食費補助金          1,963

助及び交付

金

　計 267,462 1,323 268,785 240 △3,676 4,759

－　４３　－

節

一般財源



（款） 11. 公債費  （項） 1. 公債費 （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. 元金 418,927 266 419,193 266 23. 償還金、利 266 定期償還元金            266

子及び割引

料

2. 利子 33,581 △1,742 31,839 △1,742 23. 償還金、利 △1,742 定期償還利子        △1,742

子及び割引

料

　計 452,508 △1,476 451,032 △1,476

－　４４　－

節

一般財源



1 特 別 職

職  員  数 報     酬 給     料 期 末 手 当 等 計 共  済  費 合     計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

長 　等 2 0 14,928 4,585 19,513 4,108 23,621

議　 員 14 40,740 0 12,511 53,251 15,089 68,340

その他の
特 別 職

計 343 63,190 14,928 17,096 95,214 19,197 114,411

長 　等 2 0 14,928 4,585 19,513 4,108 23,621

議　 員 14 40,740 0 12,511 53,251 15,089 68,340

その他の
特 別 職

計 343 61,601 14,928 17,096 93,625 19,197 112,822

長　 等 0 0 0 0 0 0 0

議　 員 0 0 0 0 0 0 0

その他の
特 別 職

計 0 1,589 0 0 1,589 0 1,589

給　与　費　明　細　書

区　　　　分

給　  　　与　  　　費

補　正　後
327 22,450 0 0 22,450 0 22,450

補　正　前
327 20,861 0 0 20,861 0 20,861

0 1,589
　比　　　較

0 1,589 0 0 1,589

- ４５ -



2 　一 般 職

　　（１）　総　　括

  区    分  職 員 数  報  酬  給  料  職員手当  計  共 済 費  合  計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補　正　後 126 0 449,191 227,897 677,088 143,274 820,362

補　正　前 126 0 450,595 227,436 678,031 143,588 821,619

比　 　　較 0 0 △ 1,404 461 △ 943 △ 314 △ 1,257

期末勤勉手当 扶 養 手 当 通 勤 手 当 時間外勤務 住 居 手 当 特 勤 手 当 管理職手当 その他手当

（千円） （千円） （千円）   手当　 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補　正　後 175,102 16,315 3,164 14,779 13,737 836 3,964 0

     の 　内 　訳 補　正　前 175,102 16,010 3,157 14,738 13,629 836 3,964 0

比　 　　較 0 305 7 41 108 0 0 0

　（２） 給料及び職員手当の増減額の明細

区      分

  給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 0

△ 1,404   昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

  そ の 他 の 増 減 分 △ 1,404

  制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 0

  そ の 他 の 増 減 分 461

給　　　料

職　員　手　当 461

             備     考

  区  分

 職 員 手 当

  増  減  額 （千円） 　 増　　減　　額　　事　　由　　別　　内　　訳　　（千円） 説    　明

- ４６ -


