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議案第２２号 

 

   令和２年度御宿町一般会計補正予算第１０号 

  

令和２年度御宿町一般会計補正予算第１０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２９，２２３千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，９１６，０７５千円と

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） 

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 地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

 

令和３年３月３日提出     御 宿 町 長 石田 義 

令和３年３月４日原案可決   御宿町議会議長 圡井 茂夫 



歳　入 (単位　千円)

1 町税 879,334 △700 878,634

1 町民税 317,595 △300 317,295

3 軽自動車税 20,032 △400 19,632

13 分担金及負担金 204,072 △408 203,664

1 負担金 200,525 △408 200,117

14 使用料及手数料 56,610 △9,211 47,399

1 使用料 29,806 △8,311 21,495

2 手数料 26,804 △900 25,904

15 国庫支出金 1,209,439 75,593 1,285,032

1 国庫負担金 166,149 8,349 174,498

2 国庫補助金 1,037,651 67,244 1,104,895

16 県支出金 238,397 △2,662 235,735

1 県負担金 121,919 4,847 126,766

2 県補助金 91,643 △7,509 84,134

18 寄附金 80,000 △22,000 58,000

1 寄附金 80,000 △22,000 58,000

19 繰入金 172,590 △23,492 149,098

2 基金繰入金 160,193 △23,492 136,701

21 諸収入 71,336 13,516 84,852

2 雑入 70,035 12,266 82,301

3 貸付金元利収入 500 1,250 1,750

22 町債 362,200 △1,413 360,787

1 町債 362,200 △1,413 360,787

4,886,852 29,223 4,916,075

計

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
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款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



歳　出 (単位　千円)

2 総務費 1,805,010 20,005 1,825,015

1 総務管理費 1,658,522 15,580 1,674,102

2 徴税費 74,336 8,286 82,622

4 選挙費 12,817 △3,861 8,956

3 民生費 1,035,444 6,507 1,041,951

1 社会福祉費 805,917 11,582 817,499

2 児童福祉費 229,527 △5,075 224,452

4 衛生費 608,724 △9,024 599,700

1 保健衛生費 204,753 △8,872 195,881

2 清掃費 383,971 △12,572 371,399

3 上水道費 20,000 12,420 32,420

5 農林水産業費 80,348 △711 79,637

1 農業費 66,850 △711 66,139

6 商工費 187,083 △29,397 157,686

1 商工費 187,083 △29,397 157,686

7 土木費 185,922 △7,111 178,811

2 道路橋梁費 122,525 △5,476 117,049

3 住宅費 9,465 △1,635 7,830

8 消防費 281,852 △5,570 276,282

1 消防費 281,852 △5,570 276,282

9 教育費 288,359 54,524 342,883

1 教育総務費 79,428 △5,480 73,948

2 小学校費 58,181 46,052 104,233

3 中学校費 36,262 17,010 53,272

4 社会教育費 47,805 △3,058 44,747

5 保健体育費 66,683 0 66,683

4,886,852 29,223 4,916,075

補 正 額 計
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款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



第２表　繰越明許費

(単位　千円)

款 項 事 業 名 金 額

2 総務費 1 総務管理費 情報システム基盤整備事業 32,620

合 計 248,573

介護施設等整備事業 44,0403 民生費 1 社会福祉費

9 教育費 5 保健体育費 海洋センター電気系統改修事業 1,127

9 教育費 4 社会教育費 公民館キュービクル機器改修事業 1,883

9 教育費 2 小学校費
学校保健特別対策事業（小学校教育活
動継続支援分）

861

7 土木費 2 道路橋梁費 2020号線路線測量業務委託 4,235

8 消防費 1 消防費 第1分団詰所建築事業 46,039

2 総務費 1 総務管理費 町有地樹木伐採事業 6,076

2 総務費 1 総務管理費 庁舎電話設備更新事業 1,500

2 総務費 1 総務管理費 庁舎備品購入事業 8,620

2 総務費 2 徴税費 コンビニ納付システム導入事業 8,286

4 衛生費 1 保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業 10,508

4 衛生費 3 上水道費
水道会計コンビニ納付システム導入補
助事業

2,420

6 商工費 1 商工費 観光誘客促進事業 3,000

6 商工費 1 商工費 町営ﾌﾟｰﾙ起流ポンプ更新事業 2,706

9 教育費 3 中学校費 中学校トイレ改修事業 11,364

9 教育費 3 中学校費 中学校エアコン改修事業 17,000

9 教育費 2 小学校費 小学校トイレ改修事業 45,500

9 教育費 3 中学校費
学校保健特別対策事業（中学校教育活
動継続支援分）

788
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第３表 地方債補正 

 

（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 

減収補てん債 4,125 

普通貸借 

又は 

証券発行 

3.0％以内 

(ただし、利率見直し

方式で借り入れる政府

資金、地方公営企業等

金融機構資金及び同一

の目的で銀行その他の

金融機関から借り入れ

る資金について、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) 

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

するものによる。 

ただし、財政の都合

により据置期間及び償

還期限を短縮し、又は

繰り上げ償還もしくは

低利に借換えすること

ができる。 

 

 

（変 更）                                （単位 千円） 

起債の目的 
限度額 

補正前 補正後 

公用車管理事業 ２，０００ １，９００

道路橋りょう整備事業 ２７，３００ ２３，９００

臨時財政対策債 ９８，０００ ９５，９６２

 



１.　総　　括
(単位　千円)

1 町税 879,334 △700 878,634

13 分担金及負担金 204,072 △408 203,664

14 使用料及手数料 56,610 △9,211 47,399

15 国庫支出金 1,209,439 75,593 1,285,032

16 県支出金 238,397 △2,662 235,735

18 寄附金 80,000 △22,000 58,000

19 繰入金 172,590 △23,492 149,098

21 諸収入 71,336 13,516 84,852

22 町債 362,200 △1,413 360,787

4,886,852 29,223 4,916,075
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款 計補正前の額 補　正　額

(歳　入)

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　　入　　合　　計



(単位　千円)

2 総務費 1,805,010 20,005 1,825,015 △2,155 △28,220 50,380

3 民生費 1,035,444 6,507 1,041,951 14,425 △2,345 △5,573

4 衛生費 608,724 △9,024 599,700 8,986 △100 △4,698 △13,212

5 
農林水産業
費

80,348 △711 79,637 △711

6 商工費 187,083 △29,397 157,686 △10,342 △11,060 △7,995

7 土木費 185,922 △7,111 178,811 △332 725 △7,354 △150

8 消防費 281,852 △5,570 276,282 △5,570

9 教育費 288,359 54,524 342,883 63,060 △5,890 △2,646

4,886,852 29,223 4,916,075 72,931 625 △59,567 15,234

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源

国県支出金 地方債

(歳　出)

一般財源
補正前の額 補　正　額 計
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その他

款

歳　出　合　計



2.  歳　入
(款) 1 町税 (項) 1 町民税

 2 法人 32,483 △300 32,183

(款) 1 町税 (項) 3 軽自動車税

 1 環境性能割 1,044 △400 644

(款)13 分担金及負担金 (項) 1 負担金

 1 民生費負担金 3,548 △408 3,140

(款)14 使用料及手数料 (項) 1 使用料

 2 民生使用料 5,157 △961 4,196

 4 商工使用料 13,200 △5,960 7,240

 6 教育使用料 2,882 △1,390 1,492

(款)14 使用料及手数料 (項) 2 手数料

 2 衛生費手数料 22,473 △900 21,573

(款)15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

 1 民生費国庫負担金 166,093 8,349 174,442

(款)15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

 1 総務費国庫補助金 975,933 66,250 1,042,183

15 国庫支出金

174,498計 166,149 8,349

25,904計 26,804 △900

21,495計 29,806 △8,311

計 200,525 △408 200,117

計 20,032 △400

317,295

19,632

計 317,595 △300
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目 補正前の額 補　正　額 計



(単位　千円)

 1 現年課税分 △300 現年課税分 △300

 1 環境性能割 △400 環境性能割 △400

 2 児童福祉費負担金　 △408 放課後児童クラブ負担金 △408

　

 1 こども園使用料 △961 こども園使用料 △961

 1 月の沙漠記念館使用 △860 月の沙漠記念館入館料 △860

料

 3 駐車場使用料　　　 △5,100 駐車場使用料 △5,100

　

 1 社会教育施設使用料 △400 公民館使用料 △400

　

 2 社会体育施設使用料 △990 野球場使用料 △500

　 弓道場使用料 △50

海洋センター使用料 △300

旧岩和田小学校体育館使用料 △140

 2 清掃手数料　　　　 △900 ごみ収集手数料 △900

　

 1 保険基盤安定負担金 493 保険基盤安定負担金　 493

　

 3 心身障害者福祉費負 10,001 障害者自立支援給付費等負担金 10,001

担金

 5 被用者児童手当負担 △1,742 被用者児童手当負担金 △1,742

金

 6 非被用者児童手当負 △403 非被用者児童手当負担金 △403

担金

 1 地方創生推進交付金 △5,063 地方創生推進交付金 △5,063

御宿町一般会計
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区　　分
説　　　　　　　　　　明

節

金　　額



 2 民生費国庫補助金 10,808 1,611 12,419

 3 衛生費国庫補助金 13,507 △862 12,645

 4 土木費国庫補助金 35,132 △332 34,800

 5 教育費国庫補助金 2,271 577 2,848

(款)16 県支出金 (項) 1 県負担金

 1 民生費県負担金 121,614 4,847 126,461

(款)16 県支出金 (項) 2 県補助金

 1 総務費県補助金 3,750 △3,750 0

 2 民生費県補助金 60,717 118 60,835

 3 衛生費県補助金 10,590 △2,572 8,018

 4 農林水産業費県補助金 12,060 △711 11,349

 7 教育費県補助金 904 △594 310

16 県支出金

84,134計 91,643 △7,509

計 121,919 4,847 126,766

計 1,037,651 67,244

補　正　額 計

1,104,895
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補正前の額目



(単位　千円)

 5 新型コロナウイルス 71,313 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 71,313

感染症対応地方創生

臨時交付金

 1 心身障害者福祉費補 165 地域生活支援事業費補助金 165

助金

 2 児童福祉費補助金 1,446 子ども・子育て支援交付金 1,446

 2 清掃費補助金　　　 △862 小型合併浄化槽設置事業 △862

　

 1 道路橋梁費補助金　 △332 社会資本整備総合交付金 △332

　

 1 教育費補助金 577 学校保健特別対策事業費補助金（教育活動継続支援） 577

 1 保険基盤安定負担金 674 保険基盤安定負担金　 674

　

 3 心身障害者福祉費負 4,761 障害者自立支援給付費等負担金 5,001

担金 障害児施設給付費等負担金 △240

 5 被用者児童手当負担 △221 被用者児童手当県負担金 △221

金

 6 非被用者児童手当負 △69 非被用者児童手当県負担金 △69

担金

 8 保険基盤安定県負担 △298 保険基盤安定県負担金（後期高齢者医療） △298

金（後期高齢者医療

）

 1 UIJターンによる △3,750 UIJターンによる起業・就業者創出事業補助金 △3,750

起業・就業者創出事

業

 1 社会福祉費補助金　 88 ひとり親家庭医療 88

　

 3 心身障害者福祉費補 △1,416 重度障害者医療費補助金 △1,416

助金

 4 児童福祉費補助金　 1,446 子ども・子育て支援交付金 1,446

　

 1 子ども医療補助金　 △281 子ども医療補助金　　 △281

　

 2 環境衛生費補助金　 △1,389 住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 △1,389

　

 4 清掃費補助金　　　 △902 小型合併浄化槽設置事業 △902

　

 1 農業費補助金　　　 △711 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 △711

　

 1 社会教育費補助金　 △594 放課後子ども教室推進事業 △594

　

御宿町一般会計

節

金　　額区　　分
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説　　　　　　　　　　明



(款)18 寄附金 (項) 1 寄附金

 1 指定寄附金 80,000 △22,000 58,000

(款)19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

 1 公共施設維持管理基金繰入金 80,567 △7,354 73,213

 2 活力あるふるさとづくり基金繰入金 74,776 △16,138 58,638

(款)21 諸収入 (項) 2 雑入

 4 雑入 67,697 12,266 79,963

(款)21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

 1 貸付金元利収入 500 1,250 1,750

(款)22 町債 (項) 1 町債

 1 総務債 154,900 △100 154,800

 4 土木債 27,300 △3,400 23,900

 6 臨時財政対策債 98,000 △2,038 95,962

 8 減収補てん債 0 4,125 4,125

22 町債

360,787計 362,200 △1,413

1,750計 500 1,250

計 70,035 12,266

136,701

82,301

計 160,193 △23,492

58,000計 80,000 △22,000
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補正前の額目 補　正　額 計



(単位　千円)

 1 活力あるふるさとづ △22,000 活力あるふるさとづくり基金寄附金 △22,000

くり基金寄附金

 1 公共施設維持管理基 △7,354 公共施設維持管理基金繰入金 △7,354

金繰入金

 1 活力あるふるさとづ △16,138 活力あるふるさとづくり基金繰入金 △16,138

くり基金繰入金

 1 雑入　　　　　　　 12,266 月の沙漠記念館売店売上 △800

　 がん検診徴収金 △711

有価物売払い料金 △2,414

介護予防サービス計画費収入 △425

後期高齢者医療広域連合委託金 △673

広域連合事務費分賦金 △15

後期高齢者医療給付費返還金 17,972

重度医療返還金 1,367

地域公共交通確保維持改善事業費補助金 △192

介護予防ケアマネジメント計画費収入 △610

教育プログラム参加料 △210

特産品販売等収入 △500

多世代交流事業参加者負担金 △200

移住定住事業参加者負担金 △30

こども園給食費 △293

 1 貸付金元利収入 1,250 コミュニティ拠点整備資金貸付金償還金 1,250

 1 公用車管理事業債 △100 公用車管理事業債 △100

 1 道路橋りょう整備事 △3,400 道路橋りょう整備事業債 △3,400

業債

 1 臨時財政対策債　　 △2,038 臨時財政対策債 △2,038

　

 1 減収補てん債 4,125 減収補てん債 4,125

御宿町一般会計

節

金　　額区　　分
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説　　　　　　　　　　明



3.  歳　出
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

 3 財産管理費 81,399 △1,728 79,671 △1,728

 4 企画費 117,850 △26,942 90,908 △8,713 △7,470 △10,759

 2 総務費

特　定　財　源
一般財源

地方債 その他
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計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金



(単位　千円)

17 備品購入費 △1,728 ○公用車管理事業 △1,728

 17 備品購入費 △1,728

　　　公用車購入費 △1,728

 7 報償費 △2,719 ○企画関係事務費 △1,000

10 需用費 △396  18 負担金補助及交付金 △1,000

11 役務費 △1,367 　　　魅力ある地域づくり補助金 △1,000

12 委託料 △12,865 ○地域情報通信運営事業 1,355

13 使用料及賃借 △1,239  12 委託料 1,355

料 　　　情報通信設備スポット保守委託 1,355

18 負担金補助及 △8,356 ○地域公共交通運営事務事業 100

交付金  18 負担金補助及交付金 100

　　　タクシー事業者支援金 100

○ふるさと寄附受付事業 △8,815

  7 報償費 △33

　　　講師謝金 △33

 10 需用費 △156

　　　消耗品費 △58

　　　印刷製本費 △98

 11 役務費 △1,287

　　　郵便料 △1,235

　　　振込手数料 △52

 12 委託料 △6,580

　　　記念品等配送委託 △6,580

 13 使用料及賃借料 △759

　　　代理収納システム使用料 △101

　　　申込フォーム使用料 △658

○定住化促進事業 △5,000

 18 負担金補助及交付金 △5,000

　　　UIJターンによる起業・就業者創出事業補助金 △5,000

○地域おこし協力隊関係事業 △3,456

  7 報償費 △2,536

　　　地域おこし協力隊報償 △2,536

 18 負担金補助及交付金 △920

　　　地域おこし協力隊家賃補助金 △920

○地方創生交付金事業（生活支援・支え合いサービス事業） △700

  7 報償費 △100

　　　講師謝金 △100

 18 負担金補助及交付金 △600

　　　生活支援・支え合いサービス事業各種補助金 △600

○地方創生交付金事業（多世代交流の仕組みづくり事業） △2,126

 12 委託料 △1,190

　　　生涯学習・セカンドキャリア・交流プログラム等実施委託 △1,190

 18 負担金補助及交付金 △936

　　　交流拠点バリアフリー化補助金 △936

○地方創生交付金事業（特産品の開発事業） △320

 10 需用費 △240

　　　光熱水費 △240

 11 役務費 △80

　　　通信運搬費 △80

○地方創生交付金事業（移住・交流促進事業） △2,660

御宿町一般会計

- 15 - 

節

説　　　　　　　　　　明
区　　分 金   額



 7 財政調整基金積 150 65,000 65,150 65,000

立金

 9 活力あるふるさ 80,002 △22,000 58,002 △22,000

とづくり基金積

立金

11 コミュニティ拠 500 1,250 1,750 1,250

点整備資金貸付

基金積立金

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

 2 賦課徴収費 12,861 8,286 21,147 8,286

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

 4 御宿町長選挙 6,390 △3,861 2,529 △3,861

 2 総務費

△3,861計 12,817 8,956 △3,861

8,286計 74,336 82,622 8,286

15,580計 1,658,522 1,674,102 △10,441 54,241△28,220

補　正　額

国県支出金 地方債 その他

- 16 - 

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

目 補正前の額



(単位　千円)

  7 報償費 △50

　　　講師謝金 △50

 12 委託料 △2,130

　　　定住化促進ツアー業務委託 △500

　　　移住交流プログラム実施委託 △500

　　　特色ある教育プログラム実施委託 △1,130

 13 使用料及賃借料 △480

　　　施設借上料 △480

○地方創生交付金事業（情報発信サイト構築事業） △3,320

 12 委託料 △3,320

　　　情報発信サイト作成・運営委託 △3,320

○地方創生交付金事業（ｻ付高住・介護事業者誘致事業） △1,000

 12 委託料 △1,000

　　　誘致セミナー開催・アンケート実施委託 △1,000

24 積立金 65,000 ○財政調整基金積立事業 65,000

 24 積立金 65,000

　　　財政調整基金積立金 65,000

24 積立金 △22,000 ○活力あるふるさとづくり基金 △22,000

 24 積立金 △22,000

　　　活力あるふるさとづくり基金積立金 △22,000

24 積立金 1,250 ○コミュニティ拠点整備資金貸付基金積立金 1,250

 24 積立金 1,250

　　　コミュニティ整備貸付基金積立金 1,250

10 需用費 1,125 ○コンビニ納付システム導入事業 8,286

12 委託料 7,161  10 需用費 1,125

　　　印刷製本費 1,125

 12 委託料 7,161

　　　電算システム改修委託 7,161

 1 報酬 △356 ○御宿町長選挙 △3,861

 3 職員手当 △2,331   1 報酬 △356

 7 報償費 △1 　　　選挙管理委員会委員報酬 △28

11 役務費 △1,173 　　　投票管理者等委員報酬 △328

  3 職員手当 △2,331

  7 報償費 △1

　　　ポスター掲示場設置謝礼 △1

 11 役務費 △1,173

　　　電話設置料 △8

　　　郵便料 △1,043

　　　広告料 △17

　　　不在者投票事務手数料 △105

御宿町一般会計

区　　分 金   額

- 17 - 

節

説　　　　　　　　　　明



(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

 1 社会福祉総務費 164,619 △625 163,994 1,255 △1,880

 2 老人福祉費 236,121 △2,394 233,727 △1,035 △1,359

 3 心身障害者福祉 258,681 17,872 276,553 13,511 1,367 2,994

費

 4 出産奨励費 2,600 △1,000 1,600 △1,000

 5 後期高齢者医療 143,896 △2,271 141,625 △298 △15 △1,958

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

 1 児童福祉総務費 9,657 △500 9,157 △500

 2 児童措置費 58,407 △2,530 55,877 △2,435 △95

 3 こども園費 134,753 △993 133,760 2,892 △1,254 △2,631

 3 民生費

11,582計 805,917 817,499 14,468 △2,203△683

補　正　額

国県支出金 地方債 その他
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計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

目 補正前の額



(単位　千円)

10 需用費 △550 ○国民健康保険繰出金 447

17 備品購入費 △700  27 繰出金 447

19 扶助費 178 　　　国民健康保険特別会計繰出金 447

27 繰出金 447 ○地域おこし協力隊関係事業 △1,250

 10 需用費 △550

　　　消耗品費 △300

　　　印刷製本費 △250

 17 備品購入費 △700

　　　地域おこし協力隊用備品 △700

○ひとり親家庭医療費助成事業 178

 19 扶助費 178

　　　ひとり親家庭医療 178

12 委託料 △991 ○介護保険事業 △1,403

27 繰出金 △1,403  27 繰出金 △1,403

　　　介護保険特別会計繰出金 △1,403

○地域包括支援センター △991

 12 委託料 △991

　　　ケアプラン原案作成委託 △425

　　　介護予防ケアマネジメント業務委託 △566

12 委託料 330 ○障害者自立支援給付事業 19,372

19 扶助費 17,542  12 委託料 330

　　　障害福祉システム改修 330

 19 扶助費 19,042

　　　障害福祉サービス介護給付費 20,000

　　　障害児通所支援事業 △958

○重度障害者医療給付改善事業 △1,500

 19 扶助費 △1,500

　　　重度障害者医療費 △1,500

 7 報償費 △1,000 ○出産祝金給付事業 △1,000

  7 報償費 △1,000

　　　出産育児祝金 △1,000

18 負担金補助及 △1,874 ○後期高齢者医療 △2,271

交付金  18 負担金補助及交付金 △1,874

27 繰出金 △397 　　　千葉県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金拠出金 △1,874

 27 繰出金 △397

　　　後期高齢者医療特別会計繰出金 △397

18 負担金補助及 △500 ○児童福祉総務事務費 △500

交付金  18 負担金補助及交付金 △500

　　　新生児臨時特別定額給付金 △500

19 扶助費 △2,530 ○児童手当支給事業 △2,530

 19 扶助費 △2,530

　　　児童手当（被用者） △925

　　　児童手当（非被用者） △850

　　　児童手当（被用者小学校修了前） △940

　　　児童手当（非被用者小学校修了前） △355

　　　児童手当（中学生） 540

 1 報酬 △1,000 ○こども園運営事業 △993

御宿町一般会計

区　　分 金   額

- 19 - 

節

説　　　　　　　　　　明



 4 児童福祉施設費 26,710 △1,052 25,658 △408 △644

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

 1 保健衛生総務費 81,349 △105 81,244 △100 △5

 2 予防費 49,344 △5,488 43,856 △1,384 △4,104

 3 環境衛生費 60,240 △1,679 58,561 △1,389 △290

 4 子ども医療対策 13,820 △1,600 12,220 △281 △1,319

費

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

 2 じん芥処理費 341,749 △9,906 331,843 △3,314 △6,592

 4 衛生費

△8,872計 204,753 △100195,881 △1,670 △5,718△1,384

△5,075計 229,527 224,452 △43 △3,370△1,662

補　正　額

国県支出金 地方債 その他
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計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

目 補正前の額



(単位　千円)

10 需用費 △562   1 報酬 △1,000

12 委託料 569 　　　会計年度任用職員報酬 △1,000

 10 需用費 △562

　　　修繕料 638

　　　賄材料費 △1,200

 12 委託料 569

　　　管外委託児委託料 569

 1 報酬 △850 ○御宿児童館運営事業 △1,052

10 需用費 △202   1 報酬 △850

　　　会計年度任用職員報酬 △850

 10 需用費 △202

　　　賄材料費 △202

17 備品購入費 △105 ○保健衛生総務事務費 △105

 17 備品購入費 △105

　　　公用車購入費 △105

12 委託料 △4,979 ○母子保健事業 △1,600

18 負担金補助及 △509  12 委託料 △1,600

交付金 　　　母子保健事業 △1,600

○がん検診事業 △2,600

 12 委託料 △2,600

　　　がん検診事業 △2,600

○後期高齢者健康診査事業 △1,288

 12 委託料 △779

　　　後期高齢者健康診査委託料 △779

 18 負担金補助及交付金 △509

　　　後期高齢者短期人間ドック補助金 △509

18 負担金補助及 △1,679 ○地球温暖化防止対策事業 △1,679

交付金  18 負担金補助及交付金 △1,679

　　　住宅用省エネルギー設備設置補助金 △1,679

19 扶助費 △1,600 ○子ども医療対策事業 △1,600

 19 扶助費 △1,600

　　　子ども医療対策事業 △1,000

　　　高校生等医療費助成事業 △600

 1 報酬 108 ○じん芥処理運営事業 △12,691

10 需用費 △660   1 報酬 108

12 委託料 △12,139 　　　会計年度任用職員報酬 108

14 工事請負費 2,785  10 需用費 △660

　　　医薬材料費 △660

 12 委託料 △12,139

　　　焼却灰搬出委託 △6,000

　　　指定ごみ袋製造委託 △639

　　　可燃ごみ処理委託 △5,500

○清掃センター施設整備事業 2,785

御宿町一般会計

区　　分 金   額
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節

説　　　　　　　　　　明



 3 し尿処理費 32,314 △2,666 29,648 △1,764 △902

(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費

 1 上水道運営費 20,000 12,420 32,420 12,420

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

 3 農業振興費 27,918 △711 27,207 △711

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

 2 商工振興費 79,365 △19,122 60,243 △19,122

 3 観光費 64,874 △10,275 54,599 8,780 △8,900 △10,155

 4 月の沙漠記念館 15,635 0 15,635 △1,660 1,660

管理運営費

 6 商工費

△711計 66,850 66,139 △711

12,420計 20,000 32,420 12,420

△12,572計 383,971 371,399 △1,764 △7,494△3,314

補　正　額

国県支出金 地方債 その他
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計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

目 補正前の額



(単位　千円)

 14 工事請負費 2,785

　　　施設補修工事 2,785

18 負担金補助及 △2,666 ○小型合併浄化槽設置事業 △2,666

交付金  18 負担金補助及交付金 △2,666

　　　小型合併浄化槽設置補助事業補助金 △2,666

18 負担金補助及 12,420 ○上水道運営費補助 12,420

交付金  18 負担金補助及交付金 12,420

　　　上水道運営費補助金 12,420

18 負担金補助及 △711 ○鳥獣被害防止総合対策事業 △711

交付金  18 負担金補助及交付金 △711

　　　鳥獣被害防止総合対策交付金 △711

18 負担金補助及 △20,436 ○商工振興関係事務事業 △19,122

交付金  18 負担金補助及交付金 △20,436

24 積立金 1,314 　　　感染症蔓延防止協力金 △8,036

　　　中小企業再建支援金 △12,400

 24 積立金 1,314

　　　新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金 1,314

10 需用費 △30 ○観光関係事務事業 547

11 役務費 △716  11 役務費 △396

12 委託料 △9,529 　　　広告宣伝料 △396

 12 委託料 943

　　　海岸整地委託 △577

　　　観光イベント業務委託 △1,480

　　　観光誘客促進業務委託 3,000

○海水浴場安全対策事業 △8,822

 12 委託料 △8,822

　　　海水浴場監視業務委託 △7,987

　　　離岸流自動検知システム保守委託 △335

　　　ウォーターセーフティ啓発事業委託 △500

○東京オリンピック・パラリンピック関係事務事業 △2,000

 10 需用費 △30

　　　消耗品費 △30

 11 役務費 △320

　　　広告宣伝料 △320

 12 委託料 △1,650

　　　訪日旅行者情報発信委託 △1,650

財源更正

御宿町一般会計

区　　分 金   額
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節

説　　　　　　　　　　明



 5 町営プール管理 18,591 0 18,591 △500 500

運営費

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

 2 道路新設改良費 105,981 △5,476 100,505 △332 725 △7,354 1,485

(款) 7 土木費 (項) 3 住宅費

 1 住宅総務費 9,465 △1,635 7,830 △1,635

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

 1 常備消防費 185,343 △2,070 183,273 △2,070

 2 非常備消防費 27,773 △3,500 24,273 △3,500

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

 2 事務局費 78,494 △5,480 73,014 △3,900 △1,580

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

 1 学校管理費 21,414 46,052 67,466 46,050 2

 9 教育費

△5,480計 79,428 73,948 △1,580△3,900

△5,570計 281,852 276,282 △5,570

△1,635計 9,465 7,830 △1,635

△5,476計 122,525 725117,049 △332 1,485△7,354

△29,397計 187,083 157,686 △10,342 △7,995△11,060

補　正　額

国県支出金 地方債 その他
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計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

目 補正前の額



(単位　千円)

財源更正

12 委託料 △1,626 ○道路新設改良事業 △5,476

14 工事請負費 △3,850  12 委託料 △1,626

　　　設計業務委託 △1,626

 14 工事請負費 △3,850

　　　橋梁補修工事 △3,850

18 負担金補助及 △1,635 ○住宅管理事務事業 △1,635

交付金  18 負担金補助及交付金 △1,635

　　　町営住宅廃止事業家賃補助金 △1,635

18 負担金補助及 △2,070 ○広域常備消防事業 △2,070

交付金  18 負担金補助及交付金 △2,070

　　　広域常備消防負担金 △2,070

 8 旅費 △3,500 ○消防団員費 △3,500

  8 旅費 △3,500

　　　消防団員費用弁償 △3,500

 1 報酬 △3,100 ○教育委員会事務局事務事業 △1,200

 3 職員手当 △300   1 報酬 △600

 4 共済費 △680 　　　会計年度任用職員報酬 △600

18 負担金補助及 △1,400   3 職員手当 △300

交付金   4 共済費 △300

○外国青年招致事業 △2,880

  1 報酬 △2,500

　　　会計年度任用職員(ALT)報酬 △2,500

  4 共済費 △380

○教育委員会事務局入学準備金等助成事業 △1,400

 18 負担金補助及交付金 △1,400

　　　修学旅行費助成金 △1,400

10 需用費 150 ○小学校管理事務事業　（御宿小学校） 552

12 委託料 5,500  10 需用費 150

14 工事請負費 40,000 　　　消耗品費 150

御宿町一般会計

区　　分 金   額
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節

説　　　　　　　　　　明



(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

 1 学校管理費 31,755 17,670 49,425 17,604 66

 2 教育振興費 4,507 △660 3,847 △660

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

 1 社会教育総務費 22,656 △1,458 21,198 △594 △600 △264

 2 公民館費 19,957 △1,600 18,357 △400 △1,200

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

 2 体育施設費 29,893 0 29,893 △990 990

 9 教育費

0計 66,683 66,683 990△990

△3,058計 47,805 44,747 △594 △1,464△1,000

17,010計 36,262 53,272 17,604 △594

46,052計 58,181 104,233 46,050 2

補　正　額

国県支出金 地方債 その他
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計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

目 補正前の額



(単位　千円)

17 備品購入費 402  17 備品購入費 402

　　　学校用備品 402

○小学校工事請負事業　（御宿小学校） 45,500

 12 委託料 5,500

　　　設計監理委託 5,500

 14 工事請負費 40,000

　　　トイレ等改修工事 40,000

10 需用費 179 ○中学校工事請負事業 17,000

14 工事請負費 17,000  14 工事請負費 17,000

17 備品購入費 491 　　　エアコン改修工事 17,000

○中学校管理事務事業　（御宿中学校） 670

 10 需用費 179

　　　消耗品費 115

　　　修繕料 64

 17 備品購入費 491

　　　学校用備品 491

18 負担金補助及 △660 ○中学校教育振興事務事業 △660

交付金  18 負担金補助及交付金 △660

　　　教育振興活動事業（生徒宿泊訓練事業費） △660

 7 報償費 △786 ○海と山の子交流事業 △672

18 負担金補助及 △672  18 負担金補助及交付金 △672

交付金 　　　海と山の子交流事業補助金 △672

○子ども放課後週末活動等支援事業 △786

  7 報償費 △786

　　　指導員報償 △786

 1 報酬 △1,600 ○公民館運営事務事業 △1,600

  1 報酬 △1,600

　　　会計年度任用職員報酬 △1,600

財源更正

御宿町一般会計

区　　分 金   額

- 27 - 

節

説　　　　　　　　　　明


	01_R2補正10号かがみ(議決)
	02歳入第1表
	03歳出第1表
	04第2表繰越明許費
	05第3表地方債
	06歳入総括表
	07歳出総括表
	08歳入事項別明細書
	12歳出事項別明細書

