
議案第８号

 令和４年度設楽町一般会計補正予算（第６号） 

令和４年度設楽町一般会計補正予算（第６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に歳入歳出それぞれ１９１，４７０千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，３０１，１９５千円とする。 

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（昭和２２年法律第６７号）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。 

令和５年３月１日提出 

  設楽町長 土 屋 浩 





1 598,563 10,616 609,179

1 町民税 225,729 5,805 231,534

2 固定資産税 327,847 8,311 336,158

3 軽自動車税 21,892 △700 21,192

4 町たばこ税 23,094 △2,800 20,294

2 150,117 1,300 151,417

1 地方揮発油譲与税 18,800 1,300 20,100

4 3,000 700 3,700

1 配当割交付金 3,000 700 3,700

5 1,600 1,500 3,100

1 株式等譲渡所得割交付金 1,600 1,500 3,100

6 6,300 8,100 14,400

1 法人事業税交付金 6,300 8,100 14,400

7 117,800 △2,136 115,664

1 地方消費税交付金 117,800 △2,136 115,664

9 15,500 3,300 18,800

1 環境性能割交付金 15,500 3,300 18,800

10 1,155 274 1,429

1 地方特例交付金 1,154 274 1,428

11 2,702,803 53,476 2,756,279

1 地方交付税 2,702,803 53,476 2,756,279

12 2,000 △369 1,631

1 交通安全対策特別交付金 2,000 △369 1,631

13 55,487 △280 55,207

1 分担金 4,414 △280 4,134

15 377,882 △4,194 373,688

環境性能割交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

国庫支出金

町税

地方譲与税

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円



1 国庫負担金 119,179 352 119,531

2 国庫補助金 256,724 △4,546 252,178

16 651,655 △7,845 643,810

1 県負担金 344,866 305 345,171

2 県補助金 224,791 950 225,741

3 県委託金 81,998 △9,100 72,898

17 18,150 16,865 35,015

2 財産売払収入 2 16,865 16,867

19 779,373 △234,120 545,253

2 基金繰入金 769,633 △234,120 535,513

21 329,877 △24,857 305,020

3 受託事業収入 57,847 △42 57,805

4 雑入 254,410 △24,815 229,595

22 488,608 △13,800 474,808

1 辺地対策事業債 9,900 △800 9,100

2 過疎対策事業債 406,200 △13,000 393,200

6,492,665 △191,470 6,301,195

諸収入

町債

歳　　入　　合　　計

 千円  千円  千円

県支出金

財産収入

繰入金

款 項 補正前の額 補　正　額 計



1 66,747 △4,355 62,392

1 議会費 66,747 △4,355 62,392

2 1,015,402 △90,053 925,349

1 総務管理費 826,897 △88,307 738,590

2 徴税費 69,767 △1,562 68,205

3 戸籍住民基本台帳費 12,479 95 12,574

7 交通対策費 72,804 △279 72,525

3 1,002,341 11,268 1,013,609

1 社会福祉費 814,689 6,444 821,133

2 児童福祉費 178,884 4,824 183,708

4 965,505 △5,113 960,392

1 保健衛生費 778,954 △5,113 773,841

5 802,837 △27,783 775,054

1 農業費 441,411 △25,657 415,754

2 林業費 361,426 △2,126 359,300

6 390,803 △8,884 381,919

1 商工費 390,803 △8,884 381,919

7 897,364 △42,739 854,625

1 土木管理費 25,518 △1,970 23,548

2 道路橋りょう費 382,317 △47,247 335,070

3 河川土木費 26,123 △2,242 23,881

4 住宅費 37,620 △300 37,320

5 公共下水道費 425,786 9,020 434,806

8 319,053 △4,520 314,533

1 消防費 319,053 △4,520 314,533

9 471,045 △19,291 451,754

土木費

消防費

教育費

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



1 教育総務費 149,464 △4,882 144,582

2 小学校費 86,079 △476 85,603

3 中学校費 43,044 △1,653 41,391

4 社会教育費 47,657 △4,529 43,128

5 保健体育費 144,801 △7,751 137,050

6,492,665 △191,470 6,301,195

補正前の額 補　正　額 計

 千円

歳　　出　　合　　計

 千円  千円

款 項



第２表　繰越明許費

款 項 事　業　名 総　額

千円

３　民生費 ２　児童福祉費 出産・子育て応援交付金事業 3,500

６　商工費 １　商工費 プレミアム付商品券事業 36,124

６　商工費 １　商工費 国有林野用途廃止等関係図書作成事業 3,905

７　土木費 ２　道路橋りょう費 潰れ地用地調査測量事業 7,740

７　土木費 ２　道路橋りょう費 橋りょう修繕設計事業 12,500

７　土木費 ２　道路橋りょう費 道路改良事業 13,000

８　消防費 １　消防費 消防ポンプ自動車更新事業 21,294

９　教育費 ５　保健体育費 給食調理場センター化調査事業 5,566



第３表　地方債補正

起債の目的 補正前　限度額（千円） 補正後　限度額（千円）

辺地対策事業債 800 0

農道改良事業 800 0

47,800 34,000合　　　　計

若者住宅新築補助事業 10,000 6,000

地域づくり支援交付金事業 7,000 6,000

2,000

橋りょう修繕事業 25,000 20,000

過疎対策事業債 47,000 34,000

通学路安全対策事業 5,000



 

 

 

令和４年度 

設楽町一般会計補正予算(第６号) 

に関する説明書 

 





１　総　　括

（歳　　入）

1 町税 598,563 10,616 609,179

2 地方譲与税 150,117 1,300 151,417

4 配当割交付金 3,000 700 3,700

5 株式等譲渡所得割交付金 1,600 1,500 3,100

6 法人事業税交付金 6,300 8,100 14,400

7 地方消費税交付金 117,800 △2,136 115,664

9 環境性能割交付金 15,500 3,300 18,800

10 地方特例交付金 1,155 274 1,429

11 地方交付税 2,702,803 53,476 2,756,279

12 交通安全対策特別交付金 2,000 △369 1,631

13 分担金及び負担金 55,487 △280 55,207

15 国庫支出金 377,882 △4,194 373,688

16 県支出金 651,655 △7,845 643,810

17 財産収入 18,150 16,865 35,015

19 繰入金 779,373 △234,120 545,253

21 諸収入 329,877 △24,857 305,020

22 町債 488,608 △13,800 474,808

6,492,665 △191,470 6,301,195歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円



（歳　　出）

1 議会費 66,747 △4,355 62,392

2 総務費 1,015,402 △90,053 925,349

3 民生費 1,002,341 11,268 1,013,609

4 衛生費 965,505 △5,113 960,392

5 農林水産業費 802,837 △27,783 775,054

6 商工費 390,803 △8,884 381,919

7 土木費 897,364 △42,739 854,625

8 消防費 319,053 △4,520 314,533

9 教育費 471,045 △19,291 451,754

6,492,665 △191,470 6,301,195歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

補正前の額 補　正　額

 千円 千円



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

△4,355

△4,935 △8,000 △25,968 △51,150

6,168 △42 5,142

△5,113

△9,385 △800 1,304 △18,902

△1,584 △7,300

△3,711 △5,000 1,289 △35,317

△4,520

△176 △136 △18,979

△12,039 △13,800 △25,137 △140,494

 千円 千円  千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円



23,094 △2,800 20,294計

20,294町たばこ税1 23,094 △2,800

　４項　町たばこ税 △2,800千円

　１款　町税 10,616千円

21,892 △700 21,192計

1,875環境性能割1 2,575 △700

　３項　軽自動車税 △700千円

　１款　町税 10,616千円

327,847 8,311 336,158計

307,321固定資産税1 299,010 8,311

　２項　固定資産税 8,311千円

　１款　町税 10,616千円

225,729 5,805 231,534計

192,053個人1 186,248 5,805

補　正　額 計

 千円  千円

10,616千円

5,805千円

 千円

　１款　町税

　１項　町民税

２　　歳    入

目 補正前の額



　　１款　町税

　従量割 △2,800

1 現年度課税分 △2,800 財政課

　環境性能割 △700

1 環境性能割 △700 財政課

　滞納繰越分 611

2 滞納繰越分 611 財政課

　土地・家屋・償却 7,700

1 現年度課税分 7,700 財政課

　滞納繰越分 △995

2 滞納繰越分 △995 財政課

　現年度課税分 6,800

1 現年度課税分 6,800 財政課

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



6,300 8,100 14,400計

14,400法人事業税交付金1 6,300 8,100

　１項　法人事業税交付金 8,100千円

　６款　法人事業税交付金 8,100千円

1,600 1,500 3,100計

3,100株式等譲渡所得割交付金1 1,600 1,500

　１項　株式等譲渡所得割交付金 1,500千円

　５款　株式等譲渡所得割交付金 1,500千円

3,000 700 3,700計

3,700配当割交付金1 3,000 700

　１項　配当割交付金 700千円

　４款　配当割交付金 700千円

18,800 1,300 20,100計

20,100地方揮発油譲与税1 18,800 1,300

補　正　額 計

 千円  千円

1,300千円

1,300千円

 千円

　２款　地方譲与税

　１項　地方揮発油譲与税

目 補正前の額



　　２款　地方譲与税　　４款　配当割交付金　　５款　株式等譲渡所得割交付金　　６款　法人事業税交付金

付金 　法人事業税交付金 8,100

1 法人事業税交 8,100 財政課

得割交付金 　株式等譲渡所得割交付金 1,500

1 株式等譲渡所 1,500 財政課

　配当割交付金 700

1 配当割交付金 700 財政課

与税 　地方揮発油譲与税 1,300

1 地方揮発油譲 1,300 財政課

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



2,702,803 53,476 2,756,279計

2,756,279地方交付税1 2,702,803 53,476

　１項　地方交付税 53,476千円

１１款　地方交付税 53,476千円

1,154 274 1,428計

1,428地方特例交付金1 1,154 274

　１項　地方特例交付金 274千円

１０款　地方特例交付金 274千円

15,500 3,300 18,800計

18,800環境性能割交付金1 15,500 3,300

　１項　環境性能割交付金 3,300千円

　９款　環境性能割交付金 3,300千円

117,800 △2,136 115,664計

115,664地方消費税交付金1 117,800 △2,136

補　正　額 計

 千円  千円

△2,136千円

△2,136千円

 千円

　７款　地方消費税交付金

　１項　地方消費税交付金

目 補正前の額



　　７款　地方消費税交付金　　９款　環境性能割交付金　１０款　地方特例交付金　１１款　地方交付税

　普通交付税 53,476

1 地方交付税 53,476 財政課

金 　個人住民税減収補填特例交付金 274

1 地方特例交付 274 財政課

付金 　自動車税環境性能割交付金 3,300

1 環境性能割交 3,300 財政課

　地方消費税交付金（社会保障財源分） △3,036

付金 　地方消費税交付金（一般財源分） 900

1 地方消費税交 △2,136 財政課

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



180,523民生費国庫補助金2 176,423 4,100

20,168総務費国庫補助金1 25,103 △4,935

　２項　国庫補助金 △4,546千円

１５款　国庫支出金 △4,194千円

119,179 352 119,531計

108,811民生費国庫負担金1 108,459 352

　１項　国庫負担金 352千円

１５款　国庫支出金 △4,194千円

4,414 △280 4,134計

4,100農林水産業費分担金1 4,380 △280

　１項　分担金 △280千円

１３款　分担金及び負担金 △280千円

2,000 △369 1,631計

1 2,000 △369

△369千円

△369千円

 千円

１２款　交通安全対策特別交付金

　１項　交通安全対策特別交付金

1,631交通安全対策特別交付金

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円



　１２款　交通安全対策特別交付金　１３款　分担金及び負担金　１５款　国庫支出金

費補助金 　出産・子育て応援交付金［補助率２／３］ 4,100

6 児童福祉総務 4,100 町民課

費補助金 　特定地域づくり事業推進交付金［補助率１／２］ △1,650

3 移住定住推進 △1,650 企画ダム対策課

助金 　デジタル基盤改革支援補助金［補助率１／２］ △3,285

1 電子計算費補 △3,285 総務課

費負担金 　国民健康保険基盤安定制度　［負担率１／２］ 352

2 国民健康保険 352 町民課

　農業用施設改良事業 △280

1 農業費分担金 △280 建設課

　交通安全対策特別交付金 △369特別交付金

△369 財政課1 交通安全対策

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



162,957農林水産業費県補助金4 162,181 776

21,161民生費県補助金2 20,811 350

　２項　県補助金 950千円

１６款　県支出金 △7,845千円

344,866 305 345,171計

82,326民生費県負担金2 80,960 1,366

262,843総務費県負担金1 263,904 △1,061

　１項　県負担金 305千円

１６款　県支出金 △7,845千円

256,724 △4,546 252,178計

37,439土木費国庫補助金4 41,150 △3,711

補　正　額 計

 千円  千円

△4,194千円

△4,546千円

 千円

１５款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

目 補正前の額



　１５款　国庫支出金　１６款　県支出金

　農道改良事業　［補助率２／３］ △2,263

3 農地費補助金 △2,263 建設課

　経営所得安定対策等事業　［全額補助］ △1,003

　農業人材力強化総合支援事業　［全額補助］ △227

　中山間地域等直接支払推進事務費交付金　［全額補助］ 625

助金 　中山間地域等直接支払制度交付金　［補助率３／４］ △43

2 農業振興費補 △648 産業課

補助金 　農地利用最適化交付金 314

1 農業委員会費 314 産業課

費補助金 　出産・子育て応援交付金［補助率１／６］ 350

90 児童福祉総務 350 町民課

費負担金 　国民健康保険基盤安定制度 1,366

3 国民健康保険 1,366 町民課

担金 　水源地域整備事業（広域営農団地）　［負担率４／５］ △1,061

1 ダム対策費負 △1,061 企画ダム対策課

助金 　橋りょう修繕事業　［補助率６３％］ △3,711

1 道路維持費補 △3,711 建設課

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



769,633 △234,120 535,513計

519,348財政調整基金繰入金2 753,468 △234,120

　２項　基金繰入金 △234,120千円

１９款　繰入金 △234,120千円

2 16,865 16,867計

16,867不動産売払収入1 2 16,865

　２項　財産売払収入 16,865千円

１７款　財産収入 16,865千円

81,998 △9,100 72,898計

30,900農林水産業費県委託金3 40,000 △9,100

　３項　県委託金 △9,100千円

１６款　県支出金 △7,845千円

224,791 950 225,741計

1,241教育費県補助金8 1,417 △176

△7,845千円

950千円

 千円

１６款　県支出金

　２項　県補助金

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円



　１６款　県支出金　１７款　財産収入　１９款　繰入金

繰入金 　財政調整基金繰入金 △234,120

1 財政調整基金 △234,120 財政課

　立木売払収入 4,527

2 立木売払収入 4,527 総務課

　土地売払収入 12,338

1 土地売払収入 12,338 総務課

託金 　あいち森と緑づくり事業 △9,100

1 林業振興費委 △9,100 産業課

金 　学習指導員配置事業費補助金　［補助率２／３］ △176

1 事務局費補助 △176 教育課

　鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業　［全額補助］ 3,373助金

3,373 産業課4 林業振興費補

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



38,000総務債1 46,000 △8,000

　２項　過疎対策事業債 △13,000千円

２２款　町債 △13,800千円

9,900 △800 9,100計

9,100辺地対策事業債1 9,900 △800

　１項　辺地対策事業債 △800千円

２２款　町債 △13,800千円

254,410 △24,815 229,595計

186,374助成金収入1 211,189 △24,815

　４項　雑入 △24,815千円

２１款　諸収入 △24,857千円

57,847 △42 57,805計

46,275民生費受託事業収入1 46,317 △42

補　正　額 計

 千円  千円

△24,857千円

△42千円

 千円

２１款　諸収入

　３項　受託事業収入

目 補正前の額



　２１款　諸収入　２２款　町債

　通学路安全対策事業 △3,000

2 交通対策債 △3,000 財政課

　地域づくり支援交付金事業 △1,000

　若者住宅新築補助事業 △4,000

1 総務管理債 △5,000 財政課

　農道改良事業 △800

1 駒ケ原辺地債 △800 財政課

　水源地域振興事業助成金（調査事業）［定額助成］ △23,133

助成金 　水源地域振興事業助成金（整備事業）［定額助成］ △1,682

1 豊川水源基金 △24,815 企画ダム対策課

託収入 　介護保険認定調査事務受託（東三河広域連合） △42

1 介護保険費受 △42 町民課

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



406,200 △13,000 393,200計

69,900土木債4 74,900 △5,000

補　正　額 計

 千円  千円

△13,800千円

△13,000千円

 千円

２２款　町債

　２項　過疎対策事業債

目 補正前の額



　２２款　町債

債 　橋りょう修繕事業 △5,000

1 道路橋りょう △5,000 財政課

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



2 財産管理費 90,447 △23,76666,681△23,766

279,110△4,2721 一般管理費 283,382 △4,272

　１項　総務管理費

　２款　総務費
△88,307千円

△90,053千円

00計 △4,35566,747 62,392 △4,3550

62,392△4,3551 議会費 66,747 △4,355

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

△4,355千円

△4,355千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　１款　議会費

　１項　議会費



　　１款　議会費　　２款　総務費

△448　手数料

総務課11 △718役務費

△1,000　共済組合負担金

△421　管理職特別勤務手当

△1,881　時間外勤務手当

4 △1,000共済費 △859　期末手当

　　　会計年度任用職員 △111

△111　会計年度任用職員報酬
3 △3,161職員手当等

1 △111報酬 総務課

　　　研修参加負担金 △76

△76　負担金

　　　バス借上料 △83

△83　借上料

　　　タブレット端末ソフト使用料 △100
及び交付金

△100　使用料
18 △76負担金、補助

　　　議員研修費 △169

△169　研修旅費借料

13 △183使用料及び賃 △1,176　議員共済会負担金

△329　期末手当（議員）

△2,340　議員報酬
8 △169旅費

4 △1,229共済費 議会事務局

△53　会計年度任用職員社会保険料

△29　期末手当（会計年度任用職員）
3 △358職員手当等

1 △2,340報酬 総務課

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節



進費

35,688△17,5166 移住定住推 53,204 △11,866△1,650 △4,000

△2,835

諸収入

81,574△6,3735 企画費 87,947 △3,538△2,835

△1,000

町債

19,630△3,6004 自治振興費 23,230 △2,600△1,000

△3,285

国庫支出金

127,036△6,5693 電子計算費 133,605 △3,284△3,285

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

△88,307千円

△90,053千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　総務費

　１項　総務管理費



　　２款　総務費

△2,700　会計年度任用職員報酬
3 △797職員手当等

1 △2,700報酬 総務課

　　　数値地形図作成業務委託 △4,862

△4,862　業務委託料

　　　男女共同参画推進会議委員謝礼 △91

　　　男女共同参画推進事業講師等謝礼 △64

及び交付金 △155　謝礼

18 △1,356負担金、補助 企画ダム対策課

　　　町イベント補助金 △1,356

△1,356　補助金
12 △4,862委託料

7 △155報償費 総務課

　　　地元愛創造プロジェクト交付金 △600

　　　地域づくり支援事業交付金 △2,200

△2,800　交付金

企画ダム対策課

　　　神田・豊橋交流事業補助金 △800

及び交付金 △800　補助金

18 △3,600負担金、補助 総務課

　　　申請管理システム導入委託 △6,569

△6,569　業務委託料（システム導入・改修）

12 △6,569委託料 総務課

　　　公共下水道宅内配管工事 △23,000

△23,000　建物付属設備（単独事業）

　　　紙折機保守点検委託 △48

△48　施設維持管理委託料
工事請負費

△270　火災保険料
14 △23,000

12 △48委託料 　　　浄化槽清掃手数料 △448

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節



計 △88,307826,897 738,590 △52,404△4,935 △25,968△5,000

所費

30,1462,97411 津具総合支 27,172 2,974

盤整備費

37,475△4,74710 情報通信基 42,222 △4,747

△23,133

諸収入

39,942△24,4388 ダム対策費 64,380 △1,305△23,133

△1,650 △4,000

国庫支出金 町債

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　２款　総務費

　１項　総務管理費 △88,307千円

△90,053千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源



　　２款　総務費

2,974　光熱水費

10 2,974需用費 津具総合支所管理課

△4,747

　　　北設広域事務組合負担金（情報ネットワーク設備維持管理費）

及び交付金 △4,747　負担金

18 △4,747負担金、補助 企画ダム対策課

　　　小水力発電事業基本設計業務委託 △23,133

△23,133　業務委託料

企画ダム対策課

△699　共済組合負担金

12 △23,133委託料 △197　勤勉手当

△116　期末手当（会計年度任用職員）

△293　期末手当
4 △699共済費

3 △606職員手当等 総務課

　　　空家流通促進事業補助金 △2,600

　　　若者住宅新築補助金 △6,000

△8,600　補助金（資産形成）

　　　特定地域づくり事業協同組合補助金 △3,300

　　　地域おこし協力隊活動費等補助金 △1,470

△4,770　補助金

企画ダム対策課
及び交付金

△649　会計年度任用職員社会保険料
18 △13,370負担金、補助

△797　期末手当（会計年度任用職員）

　　　会計年度任用職員 △2,7004 △649共済費

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節



48,2962,7212 公共交通費 45,575 2,721

△3,000

策費 町債

△3,000

△279千円

△90,053千円

2,946△3,0001 交通安全対 5,946

　７項　交通対策費

　２款　総務費

計 9512,479 12,574 950 00

本台帳費

95千円

△90,053千円

12,574951 戸籍住民基 12,479 95

　３項　戸籍住民基本台帳費

　２款　総務費

計 △1,56269,767 68,205 △1,5620 00

25,549△8692 賦課徴収費 26,418 △869

△69342,656△6931 徴税総務費 43,349

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　２款　総務費

　２項　徴税費 △1,562千円

△90,053千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源



　　２款　総務費

及び交付金 2,041　補助金

18 2,721負担金、補助 企画ダム対策課

　　　通学路安全対策工事 △3,000

　維持補修（単独事業） △3,000

14 △3,000工事請負費 建設課

　　　窓口センター機器電気料負担金 47

47　負担金
及び交付金

　　　窓口センター事務手数料 48
18 47負担金、補助

48　手数料

11 48役務費 町民課

　　　軽自動車税システム改修委託 △869

△869　業務委託料（システム導入・改修）

12 △869委託料 財政課

　　　ふるさと納税返礼品 △450

△450　謝礼

財政課
7 △450報償費

△243　期末手当

総務課3 △243職員手当等

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節



費

援センター

4,927△1,9746 地域活動支 6,901 △1,974

△42

諸収入

202,097△424 介護保険費 202,139 △42

39,0395893 老人福祉費 38,450 589

費

147,6566,5842 障害者福祉 141,072 6,584

務費

95,819△1,0041 社会福祉総 96,823 △1,004

　１項　社会福祉費

　３款　民生費
6,444千円

11,268千円

0△3,000計 △27972,804 72,525 2,7210

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

△279千円

△90,053千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　総務費

　７項　交通対策費



　　２款　総務費　　３款　民生費

△301　費用弁償
8 △301旅費

△273　会計年度任用職員社会保険料

4 △273共済費 △242　期末手当（会計年度任用職員）

　　　会計年度任用職員 △1,158

△1,158　会計年度任用職員報酬
3 △242職員手当等

1 △1,158報酬 総務課

△42　期末手当（会計年度任用職員）

3 △42職員手当等 総務課

　　　シルバー人材センター補助金 589

及び交付金 589　補助金

18 589負担金、補助 町民課

　　　国庫支出金等過年度分返還金 6,584

及び割引料 6,584　償還金

22 6,584償還金、利子 町民課

△954　共済組合負担金

△50　期末手当
4 △954共済費

3 △50職員手当等 総務課

　　　高齢者福祉タクシー運行補助金 680

680　補助金

町民課

　　　生活交通路線維持費補助金（田口新城線） 2,041

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節



計 4,824178,884 183,708 3744,450 00

ター費

4,680△243 子どもセン 4,704 △24

121,623482 保育園費 121,575 48

350

県支出金

4,100

務費 国庫支出金

4,824千円

11,268千円

57,4054,8001 児童福祉総 52,605 3504,450

　２項　児童福祉費

　３款　民生費

計 6,444814,689 821,133 4,7681,718 △420

1,366

県支出金

352

険費 国庫支出金

7 国民健康保 36,048 5731,71838,3392,291

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　３款　民生費

　１項　社会福祉費 6,444千円

11,268千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源



　　３款　民生費

△24　期末手当（会計年度任用職員）

3 △24職員手当等 総務課

　　　国庫支出金等過年度分返還金 725

725　償還金

町民課

△57　期末手当（会計年度任用職員）
及び割引料

△505　期末手当

△115　管理職手当
22 725償還金、利子

3 △677職員手当等 総務課

　　　出産・子育て応援交付金 2,100

2,100　交付金
及び交付金

　　　電算システム改修委託 2,700
18 2,100負担金、補助

2,700　業務委託料

12 2,700委託料 町民課

　　　国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定） 2,291

2,291　繰出金

27 2,291繰出金 町民課

　　　会計年度任用職員 △301

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節



314

費 県支出金

△25,657千円

△27,783千円

28,961△2,0531 農業委員会 31,014 △2,367314

　１項　農業費

　５款　農林水産業費

計 △5,113778,954 773,841 △5,1130 00

6 簡易水道費 532,134 △950531,184△950

43,552△1,1935 斎苑費 44,745 △1,193

費

41,431△1,5493 つぐ診療所 42,980 △1,549

2 予防費 57,061 △1,11655,945△1,116

務費

△30563,043△3051 保健衛生総 63,348

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　４款　衛生費

　１項　保健衛生費 △5,113千円

△5,113千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源



　　４款　衛生費　　５款　農林水産業費

3 △679職員手当等 △150　勤勉手当

△529　期末手当
2 △1,518給料

△1,518　給料（一般職）

1 144報酬 総務課

　　　簡易水道特別会計繰出金（保健衛生費） △950

△950　繰出金

27 △950繰出金 生活課

　　　旧斎苑解体撤去工事 △940

△940　解体工事（単独事業）

　　　旧斎苑解体撤去工事監理業務委託 △253

△253　監理業務委託料（建物）
14 △940工事請負費

12 △253委託料 生活課

　　　つぐ診療所特別会計繰出金 △1,549

△1,549　繰出金

27 △1,549繰出金 津具総合支所管理課

　　　不妊治療費助成 △670

△670　補助金

　　　妊婦健診費 △446

及び交付金 △446　負担金

18 △1,116負担金、補助 したら保健福祉センター

　期末手当 △305

総務課3 △305職員手当等

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節



水費

222,271△5,6004 農業集落排 227,871 △5,600

△280

△3,324 負担金△800

県支出金 分担金及び町債

3 農地費 106,647 △4,741△3,324 △280△80097,502△9,145

△648

県支出金

2 農業振興費 75,879 △8,211△64867,020△8,859

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

△25,657千円

△27,783千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　５款　農林水産業費

　１項　農業費



　　５款　農林水産業費

　　　農業集落排水特別会計繰出金（総務管理費等） △5,600

△5,600　繰出金

27 △5,600繰出金 生活課

　　　県営事業負担金（奥三河２期地区） △1,326

△1,326　負担金（資産形成）

　　　県土地改良事業団体連合会負担金 △375

△375　負担金

　　　農道改良工事 △5,894

△5,894　工作物（補助事業）

　　　かんがい排水工事 △700
及び交付金

　　　農道舗装工事 △850

△1,550　工作物（単独事業）
18 △1,701負担金、補助

14 △7,444工事請負費 建設課

　　　農林水産業振興対策事業補助金 △6,901

△6,901　補助金（資産形成）

　　　水田農業経営所得安定対策推進事業補助金 △1,002

　　　新規就農総合支援事業補助金 △226

　　　山間地営農等振興事業補助金 △699

△1,927　補助金

　　　水産多面的機能発揮対策等交付金 △8

　　　新城設楽花き振興連絡協議会負担金 △23

及び交付金 △31　負担金

18 △8,859負担金、補助 産業課

　　　農地利用最適化推進委員 72

　　　農業委員 72

144　委員報酬

産業課

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節



136,822△9561 商工総務費 137,778 △956

　１項　商工費

　６款　商工費
△8,884千円

△8,884千円

1,5840計 △2,126361,426 359,300 2,017△5,727

△5,727 1,584

県支出金 地方譲与税

2 林業振興費 151,994 2,174△5,727 1,584150,025△1,969

△2,126千円

△27,783千円

16,297△1571 林業総務費 16,454 △157

　２項　林業費

　５款　農林水産業費

計 △25,657441,411 415,754 △20,919△3,658 △280△800

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

　１項　農業費 △25,657千円

△27,783千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　５款　農林水産業費



　　５款　農林水産業費　　６款　商工費

△427　給料（一般職）
3 △529職員手当等

2 △427給料 総務課

　　　循環型林業推進事業補助金 △1,200

　　　間伐支援対策事業補助金 △614

　　　造林実施事業補助金 △1,255

△3,069　補助金（資産形成）

　　　狩猟免許取得支援事業補助金 △180

△180　補助金

　　　あいち森と緑づくり事業委託 △9,100

△9,100　業務委託料

△210　医薬材料費
及び交付金

　　　ヤマビル・マダニ対策研修会講師謝礼 △200
18 △3,249負担金、補助

△200　謝礼

12 △9,100委託料 　　　鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業報償 4,810

　　　有害鳥獣捕獲奨励金 5,980
10 △210需用費

10,790　報償

産業課7 10,590報償費

△157　期末手当

3 △157職員手当等 総務課

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節



23,548△1,9701 土木総務費 25,518 △1,970

　１項　土木管理費

　７款　土木費
△1,970千円

△42,739千円

△1,5840計 △8,884390,803 381,919 △7,3000

△1,584

費 地方譲与税

173,543△7,2645 道の駅管理 180,807 △5,680△1,584

理費

53,186△6644 観光施設管 53,850 △664

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　６款　商工費

　１項　商工費 △8,884千円

△8,884千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源



　　６款　商工費　　７款　土木費

△534　備品購入費

建設課

17 △534備品購入費 △175　勤勉手当

△521　期末手当

△740　給料（一般職）
3 △696職員手当等

2 △740給料 総務課

　　　アグリステーションなぐら備品購入 △1,584

△1,584　備品購入費

　　　ＵＳＥＮ放送使用料 △45

△45　使用料

17 △1,584備品購入費 　　　交通誘導業務委託 △3,885

　　　道の駅したら運営管理支援委託 △246
借料

　　　空調設備保守点検委託 △528
使用料及び賃

△4,659　施設維持管理委託料
13 △45

12 △4,659委託料 　　　道の駅したら広告料 △176

△176　広告料

△800　消耗品費
11 △176役務費

10 △800需用費 産業課

　　　清流公園管理棟撤去工事 △664

△664　建物（単独事業）

14 △664工事請負費 産業課

△200　勤勉手当

△329　期末手当

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節



3 道路改築費 130,797 △9,080121,717△9,080

△1,398 662△5,000

国庫支出金 諸収入町債

184,046△35,4092 道路維持費 219,455 △29,673△1,398 662△5,000

△2,313

う総務費 国庫支出金

29,307△2,7581 道路橋りょ 32,065 △445△2,313

　２項　道路橋りょう費

　７款　土木費
△47,247千円

△42,739千円

00計 △1,97025,518 23,548 △1,9700

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　７款　土木費

　１項　土木管理費 △1,970千円

△42,739千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源



　　７款　土木費

△5,000　測量業務委託料（基本設計）

　　　道路設計業務委託 △3,110

△3,110　設計業務委託料

　　　潰れ地用地登記委託 △970

△970　業務委託料

12 △9,080委託料 建設課

　　　物件等移転補償費 △810

△810　補償補填金

　　　電源立地地域対策工事 △1,099

△1,099　維持補修（補助事業）

　　　道路維持修繕工事 △22,000

△22,000　維持補修（単独事業）

　　　橋りょう修繕積算監督業務委託 △6,000び賠償金

21 △810補償、補填及 △6,000　監理業務委託料（工作物）

　　　道路設計業務委託 △5,500

△5,500　設計業務委託料
14 △23,099工事請負費

12 △11,500委託料 建設課

　　　橋りょう点検委託 △838

△838　施設維持管理委託料

　　　道路台帳修正委託 △1,920

△1,920　業務委託料

12 △2,758委託料 建設課

　　　自動車 △534

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節



計 9,020425,786 434,806 9,0200 00

費

9,020千円

△42,739千円

434,8069,0201 公共下水道 425,786 9,020

　５項　公共下水道費

　７款　土木費

計 △30037,620 37,320 △9270 6270

627

諸収入

37,320△3001 住宅費 37,620 △927627

　４項　住宅費

　７款　土木費
△300千円

△42,739千円

00計 △2,24226,123 23,881 △2,2420

23,881△2,2421 河川総務費 26,123 △2,242

　３項　河川土木費

　７款　土木費
△2,242千円

△42,739千円

662△5,000計 △47,247382,317 335,070 △39,198△3,711

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　７款　土木費

　２項　道路橋りょう費 △47,247千円

△42,739千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源



　　７款　土木費

　　　公共下水道特別会計繰出金 9,020

　繰出金 9,020

27 9,020繰出金 生活課

　　　ブロック塀等撤去費補助金 △300

及び交付金 △300　補助金

18 △300負担金、補助 建設課

　　　県治水砂防協会負担金 △106

　　　急傾斜地崩壊対策事業負担金 △2,136

及び交付金 △2,242　負担金

18 △2,242負担金、補助 建設課

　　　潰れ地用地調査測量委託 △5,000

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節



計 △4,882149,464 144,582 △4,706△176 00

△176

県支出金

△4,882千円

△19,291千円

140,061△4,8822 事務局費 144,943 △4,706△176

　１項　教育総務費

　９款　教育費

計 △4,520319,053 314,533 △4,5200 00

4,864△1,9014 災害対策費 6,765 △1,901

費

△2,61950,676△2,6192 非常備消防 53,295

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

　８款　消防費

　１項　消防費 △4,520千円

△4,520千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金



　　８款　消防費　　９款　教育費

　　　特別支援教育等支援員 △2,230

　　　一般事務 △1,930

△4,160　会計年度任用職員報酬

教育課

△174　勤勉手当

△39　期末手当（会計年度任用職員）
3 △722職員手当等

△509　期末手当

1 △4,160報酬 総務課

　　　耐震シェルター補助金 △300

△300　補助金（資産形成）

　　　災害対策本部情報機器 △101及び交付金

18 △300負担金、補助 △101　防災備品購入費

　　　建築物耐震診断委託 △1,500

△1,500　業務委託料
17 △101備品購入費

12 △1,500委託料 総務課

　　　消防車輌修繕費 △962

△962　修繕費（維持補修）

　　　消防団員訓練出動報酬 △1,657
10 △962需用費

△1,657　団員報酬

総務課1 △1,657報酬

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節



計 △1,65343,044 41,391 △1,3930 △2600

業費

育成研修事

3 中学生人材 5,639 △9764,663△976

費

4,025△6772 中学校振興 4,702 △677

△260

費 諸収入

△260

△1,653千円

△19,291千円

32,70301 中学校管理 32,703 260

　３項　中学校費

　９款　教育費

計 △47686,079 85,603 △6000 1240

費

2 小学校振興 4,149 △4563,693△456

124

費 諸収入

△14412481,910△201 小学校管理 81,930

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　９款　教育費

　２項　小学校費 △476千円

△19,291千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源



　　９款　教育費

△976　　　中学生人材育成研修事業委託

△976　業務委託料

12 △976委託料 教育課

　　　特別支援教育就学奨励費 △40

　　　要・準要保護生徒扶助 △637

△677　扶助費

19 △677扶助費 教育課

財源更正

　　　特別支援教育就学奨励費 △232

　　　要・準要保護児童扶助 △224

　扶助費 △456

教育課19 △456扶助費

　期末手当 △20

総務課3 △20職員手当等

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節



理場費

70,885△7,1903 学校給食調 78,075 △7,190

設管理費

48,210△5612 社会体育施 48,771 △561

　５項　保健体育費

　９款　教育費
△7,751千円

△19,291千円

00計 △4,52947,657 43,128 △4,5290

館費

25,301△3,9534 奥三河郷土 29,254 △3,953

費

4,576△1623 文化文化財 4,738 △162

進費

△4142,291△4142 社会教育推 2,705

 千円  千円 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　９款　教育費

　４項　社会教育費 △4,529千円

△19,291千円

目 補正前の額

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源



　　９款　教育費

△170　勤勉手当
8 △602旅費

△619　期末手当（会計年度任用職員）

4 △579共済費 △430　期末手当

会計年度任用職員 △3,313

△3,313　会計年度任用職員報酬
3 △1,219職員手当等

1 △3,313報酬 総務課

△561　光熱水費

10 △561需用費 教育課

奥三河郷土館ホームページ作成委託 △825

△825　業務委託料（システム導入・改修）

旧郷土館解体改修設計委託 △2,184

△2,184　業務委託料

教育課

12 △3,009委託料 △382　期末手当（会計年度任用職員）

会計年度任用職員 △562

△562　会計年度任用職員報酬
3 △382職員手当等

1 △562報酬 総務課

物品借上料 △162

借料 △162　借上料

13 △162使用料及び賃 教育課

講師等謝礼 △414

　謝礼 △414

教育課7 △414報償費

千円 千円

区　　分
説 明

金　　額

節



0 00計 △7,751144,801 137,050 △7,751

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

△7,751千円

△19,291千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特 定 財 源

　９款　教育費

　５項　保健体育費



　　９款　教育費

調理員派遣委託 △1,477

△1,477　業務委託料

教育課

会計年度任用職員 △602

△602　費用弁償

12 △1,477委託料 △579　会計年度任用職員社会保険料

千円

説 明
金　　額

 千円

区　　分

節



１　特別職 単位 ： 千円

長　　等 3 21,048 8,259 (3.35) 35,322 5,258 40,580

議　　員 12 29,580 10,902 (3.35) 40,482 9,857 50,339

その他の特別職 645 24,162 24,162 6,651 30,813

計 660 53,742 21,048 19,161 99,966 21,766 121,732

長　　等 3 21,048 8,259 (3.35) 35,322 5,258 40,580

議　　員 11 27,240 10,573 (3.35) 37,813 4,681 42,494

その他の特別職 645 23,176 23,176 6,651 29,827

計 659 50,416 21,048 18,832 96,311 16,590 112,901

長　　等 0 0 0 0 0 0 0

議　　員 △ 1 △ 2,340 0 △ 329 △ 2,669 △ 5,176 △ 7,845

その他の特別職 0 △ 986 0 0 △ 986 0 △ 986

計 △ 1 △ 3,326 0 △ 329 △ 3,655 △ 5,176 △ 8,831

２　一般職

（１）　総　括

報酬 給　　料 職員手当等

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（163） 97 92,817 335,622 274,231 123,596 826,266

（163） 97 80,811 332,936 263,639 119,385 796,771

0 △ 12,006 △ 2,686 △ 10,592 △ 4,211 △ 29,495

※（　）内は短時間勤務職員について外書き

扶養手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 住居手当 通勤手当

（千円） （千円） （千円） 　（千円） 　（千円） （千円）

補正前 10,804 88,573 58,248 694 3,382 12,328

補正後 10,804 81,465 57,182 694 3,382 12,328

比　　較 0 △ 7,108 △ 1,066 0 0 0

管理職手当 児童手当 宿日直手当 管理職員特別 単身赴任 退職手当組合

（千円） （千円） （千円） 勤務手当(千円) 手当（千円） 負担金（千円）

補正前 10,531 4,185 3,173 1,255 360 57,417

補正後 10,416 4,185 3,173 834 360 57,417

比　　較 △ 115 0 0 △ 421 0 0

共済費

26

備　　考
報　酬 給　料

期　末　手　当
その他の手当 計

年間支給率（月分）

給　与　費　明　細　書

区　　　　　分
職員数
（人）

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

共済費 合　　計

補正前

6,015

0

6,015

補正後

6,015

0

6,015

比　較

0

0

0

0

区        分 計

△ 25,284

677,386

702,670

（千円）

特殊勤務手当

区　分

（千円）

職 員 数 合　　計 備　　考

手当　（千円）

23,255

21,373

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

補　　正　　前

補　　正　　後

比　　　　　較

0

職員手当等の内訳

時間外勤務

△ 1,882

26

区　分



ア．会計年度任用職員以外の職員

報　　酬 給　　料 職員手当等

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（3）　  97 335,622 265,163 114,820 715,605

（3）　  97 332,936 256,923 112,166 702,025

0 0 △ 2,686 △ 8,240 △ 2,654 △ 13,580

※（　）内は短時間勤務職員について外書き

扶養手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 住居手当 通勤手当

（千円） （千円） （千円） 　（千円） 　（千円） （千円）

補正前 10,804 79,505 58,248 694 3,382 12,328

補正後 10,804 74,749 57,182 694 3,382 12,328

比　　較 0 △ 4,756 △ 1,066 0 0 0

管理職手当 児童手当 宿日直手当 管理職員特別 単身赴任 退職手当組合

（千円） （千円） （千円） 勤務手当(千円) 手当（千円） 負担金（千円）

補正前 10,531 4,185 3,173 1,255 360 57,417

補正後 10,416 4,185 3,173 834 360 57,417

比　　較 △ 115 0 0 △ 421 0 0

イ．会計年度任用職員

報　　酬 給　　料 職員手当等

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(165) 92,817 0 9,068 8,776 110,661

(165) 80,811 0 6,716 7,219 94,746

0 △ 12,006 0 △ 2,352 △ 1,557 △ 15,915

※この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

※(  )は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職を

　　占める職員の一週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員について記載すること。

扶養手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 住居手当 通勤手当

（千円） （千円） （千円） 　（千円） 　（千円） （千円）

補正前 0 9,068 0 0 0 0

補正後 0 6,716 0 0 0 0

比　　較 0 △ 2,352 0 0 0 0

管理職手当 児童手当 宿日直手当 管理職員特別 単身赴任 退職手当組合

（千円） （千円） （千円） 勤務手当(千円) 手当（千円） 負担金（千円）

補正前 0 0 0 0 0 0

補正後 0 0 0 0 0 0

比　　較 0 0 0 0 0 0

0

合　　計 備　　考

共済費

0

補　　正　　前 600,785

補　　正　　後 589,859

比　　　　　較 △ 10,926

区        分
職 員 数

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
共済費

計

（千円）

職員手当等の内訳

区　分
時間外勤務

手当　（千円）

0

0

0

区　分
特殊勤務手当

（千円）

0

比　　　　　較 △ 14,358

区        分
職 員 数

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

補　　正　　前 101,885

合　　計 備　　考
計

（千円）

0

補　　正　　後 87,527

職員手当等の内訳

区　分
時間外勤務

区　分
特殊勤務手当

（千円）

26

26

手当　（千円）

23,255

21,373

△ 1,882



　　 単位:千円

既定額 補正額 計

１．普通債 4,122,473 4,139,319 387,700 55,600 443,300 307,139 4,275,480

　(1) 公共事業等債 26,669 20,629 0 0 0 6,154 14,475

　(2) 一般単独事業債 311,694 368,250 21,000 0 21,000 57,131 332,119

　　1 一般事業債 23,525 18,426 0 0 0 5,187 13,239

　　2 地域総合整備事業債 0 0 0 0 0 0 0

　　3 防災対策事業債 4,211 2,304 0 0 0 1,521 783

　　4 地方道路等整備事業債 0 0 0 0 0 0 0

　　5 合併特例債 77,258 39,158 0 0 0 28,886 10,272

　　6 緊急防災・減災事業債 206,700 308,362 21,000 0 21,000 21,537 307,825

　(3) 公営住宅建設事業債 50,327 44,445 0 0 0 5,995 38,450

　(4) 学校教育施設整備事業債 87,773 75,619 0 0 0 23,309 52,310

　(5) 辺地債 54,600 74,800 9,900 △ 800 9,100 0 83,900

　(6) 過疎債 3,279,716 3,543,576 336,800 56,400 393,200 214,550 3,722,226

　(7) 臨時財政特例債 0 0 0 0 0 0 0

　(8) 調整債 0 0 0 0 0 0 0

　(9) 緊急浚渫推進事業債 0 12,000 20,000 0 20,000 0 32,000

２．災害復旧債 7,200 7,200 0 0 0 900 6,300

３．その他 2,114,253 2,023,197 71,197 △ 39,689 31,508 212,855 1,841,850

　(1) 町民税等減税補てん債 10,207 8,179 0 0 0 1,469 6,710

　(2) 臨時財政対策債 2,104,046 2,015,018 71,197 △ 39,689 31,508 211,386 1,835,140

合　　　　計 6,243,926 6,169,716 458,897 15,911 474,808 520,894 6,123,630

地方債の令和２度末並びに令和３年度末及び令和４年度末における現在高の見込みに関する調書

区 　　　　分
令和２度末

現在高
令和３年度末

現在高

令和４年度中増減見込み

令和４年度末
現在高見込額

起債見込額
元金償還
見込額



議案第９号

 令和４年度設楽町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 令和４年度設楽町国民健康保険特別会計補正予算（第４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に歳入歳出それぞれ４００千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５９２，２６４千円とする。 

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。 

令和５年３月１日提出 

  設楽町長 土 屋 浩 



5 441,973 600 442,573

1 県補助金 441,973 600 442,573

6 60,959 △200 60,759

1 一般会計繰入金 36,048 2,291 38,339

2 基金繰入金 24,911 △2,491 22,420

591,864 400 592,264

県支出金

繰入金

歳　　入　　合　　計

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額



1 13,848 0 13,848

1 総務管理費 10,194 0 10,194

2 419,647 1,000 420,647

2 高額療養費 54,052 1,000 55,052

5 8,839 △600 8,239

1 特定健康診査等事業費 8,162 △350 7,812

2 保健事業費 677 △250 427

591,864 400 592,264

総務費

保険給付費

保健事業費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円





 

 

 

令和４年度 

設楽町国民健康保険特別会計補正予算(第４号) 

に関する説明書 

 





１　総　　括

（歳　　入）

5 県支出金 441,973 600 442,573

6 繰入金 60,959 △200 60,759

591,864 400 592,264

 千円  千円  千円

歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計



（歳　　出）

1 総務費 13,848 0 13,848

2 保険給付費 419,647 1,000 420,647

5 保健事業費 8,839 △600 8,239

591,864 400 592,264

款 計

 千円

歳　　出　　合　　計

 千円

補正前の額 補　正　額

 千円



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

0

1,000 0

△600

1,000 0 0 △600

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円 千円  千円



24,911 △2,491 22,420計

22,420基金繰入金1 24,911 △2,491

　２項　基金繰入金 △2,491千円

　６款　繰入金 △200千円

36,048 2,291 38,339計

38,339一般会計繰入金1 36,048 2,291

　１項　一般会計繰入金 2,291千円

　６款　繰入金 △200千円

441,973 600 442,573計

442,573保険給付費等交付金1 441,973 600

補　正　額 計

 千円  千円

600千円

600千円

 千円

　５款　県支出金

　１項　県補助金

２　　歳    入

目 補正前の額



国民健康保険特別会計

　基金繰入金 △2,491

1 基金繰入金 △2,491 町民課

繰入金 　保険基盤安定繰入金 2,291

1 保険基盤安定 2,291 町民課

　特定健康診査等負担金 △400

　特別調整交付金分 △2,542

　保険者努力支援分 2,707

2 特別交付金 △235 町民課

　特別調整交付金 △165

　普通交付金 1,000

1 普通交付金 835 町民課

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



計 △250677 427 △2500 00

△250千円

△600千円

427△2501 疾病予防費 677 △250

　２項　保健事業費

　５款　保健事業費

計 △3508,162 7,812 △3500 00

査等事業費

△350千円

△600千円

7,812△3501 特定健康診 8,162 △350

　１項　特定健康診査等事業費

　５款　保健事業費

計 1,00054,052 55,052 01,000 00

費 1,000

者高額療養 県支出金

55,0001,0001 一般被保険 54,000 1,000

　２項　高額療養費

　２款　保険給付費
1,000千円

1,000千円

0 00計 010,194 10,194 0

10,12401 一般管理費 10,124

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

0千円

0千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　１款　総務費

　１項　総務管理費



国民健康保険特別会計

　　　特定健診等受診補助 △100

　　　人間ドック受診補助 △150

△250　補助金及び交付金

18 △250負担金、補助 町民課

　　　特定健康診査業務委託 △350

　業務委託料 △350

12 △350委託料 町民課

1,000　　　高額療養費

及び交付金 1,000　負担金

18 1,000負担金、補助 町民課

財源更正

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節





議案第１０号

 令和４年度設楽町簡易水道特別会計補正予算（第２号） 

令和４年度設楽町簡易水道特別会計補正予算（第２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に歳入歳出それぞれ２３，７８８千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９３１，３８０千円とする。 

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。 

令和５年３月１日提出 

  設楽町長 土 屋 浩 





5 594,231 △6,761 587,470

1 一般会計繰入金 532,134 △950 531,184

2 基金繰入金 62,097 △5,811 56,286

7 70,663 30,549 101,212

1 雑入 70,663 30,549 101,212

907,592 23,788 931,380

繰入金

諸収入

歳　　入　　合　　計

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額



1 419,362 31,818 451,180

1 総務管理費 419,362 31,818 451,180

2 419,628 △8,030 411,598

1 施設管理費 178,628 △8,030 170,598

2 施設整備費 241,000 0 241,000

907,592 23,788 931,380

総務費

事業費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



 

 

 

令和４年度 

設楽町簡易水道特別会計補正予算(第２号) 

に関する説明書 

 





１　総　　括

（歳　　入）

5 繰入金 594,231 △6,761 587,470

7 諸収入 70,663 30,549 101,212

907,592 23,788 931,380歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円



（歳　　出）

1 総務費 419,362 31,818 451,180

2 事業費 419,628 △8,030 411,598

907,592 23,788 931,380歳　　出　　合　　計

 千円

款 計

 千円

補正前の額 補　正　額

 千円



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

29,316 2,502

△5,528 △2,502

0 0 23,788 0

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源
一　般　財　源

 千円  千円 千円  千円

補　正　額　の　財　源　内　訳



70,663 30,549 101,212計

101,212雑入1 70,663 30,549

　１項　雑入 30,549千円

　７款　諸収入 30,549千円

62,097 △5,811 56,286計

56,286基金繰入金1 62,097 △5,811

　２項　基金繰入金 △5,811千円

　５款　繰入金 △6,761千円

532,134 △950 531,184計

531,184一般会計繰入金1 532,134 △950

補　正　額 計

 千円  千円

△6,761千円

△950千円

 千円

　５款　繰入金

　１項　一般会計繰入金

２　　歳    入

目 補正前の額



簡易水道特別会計

　建物災害共済金 691

　消費税還付金 4,407

　水道施設公共補償 25,451

1 雑入 30,549 生活課

　簡易水道運営基金繰入金 △5,811

1 基金繰入金 △5,811 生活課

金 　一般会計繰入金（保健衛生費） △950

1 一般会計繰入 △950 生活課

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



△5,811

繰入金

△5,120

△8,030千円

△8,030千円

170,598△8,0301 施設管理費 178,628 △2,910

　１項　施設管理費

　２款　事業費

計 31,818419,362 451,180 2,5020 29,3160

29,858

諸収入

△542

繰入金

451,18031,8181 総務管理費 419,362 2,50229,316

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

31,818千円

31,818千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　１款　総務費

　１項　総務管理費



簡易水道特別会計

　　　電気施設点検委託 △700
借料

　　　配水管移設実施設計業務委託 △2,750
13 △20使用料及び賃

△4,900　業務委託料

12 △4,900委託料 生活課

△1,000　消費税及び地方消費税

　　　簡易水道事業運営基金一般積立金 34,720

34,720　一般積立金

　　　県簡易水道協会負担金 △100

△100　負担金

26 △1,000公課費 　　　水道管路図用タブレットリース料 △150

△150　ＯＡ機器等リース料
24 34,720積立金

　　　検針事務委託 △360

及び交付金 △360　業務委託料

18 △100負担金、補助 　　　公金収納手数料 △150

△150　手数料
借料

　　　会計年度任用職員 △80
13 △150使用料及び賃

△80　費用弁償

12 △360委託料 △20　普通旅費

　　　一般事務 △500

△500　会計年度任用職員報酬
11 △150役務費

8 △100旅費 生活課

△120　勤勉手当

△422　期末手当
3 △542職員手当等

1 △500報酬 総務課

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節



計 0241,000 241,000 4080 △4080

△408

繰入金

△408

0千円

△8,030千円

241,00001 施設整備費 241,000 408

　２項　施設整備費

　２款　事業費

計 △8,030178,628 170,598 △2,9100 △5,1200

691

諸収入

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

　１項　施設管理費 △8,030千円

△8,030千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　事業費



簡易水道特別会計

財源更正

　　　メーター器 △50

△50　備品購入費

　　　旧田口浄水場取壊整地工事 △1,250

△1,250　解体工事（単独事業）

　　　消火栓撤去工事 △550

　　　集中監視システム整備工事 △1,130

　　　水道メーター定期交換工事 △130

△1,810　工作物（単独事業）

　　　水道メーターデータ配信料 △20
17 △50備品購入費

△20　使用料

　　　漏水調査委託業務 △1,45014 △3,060工事請負費

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節



１　特別職 単位 ： 千円

長　　等 0 0

議　　員 0 0

その他の特別職 8 52 52 0 52

計 8 52 0 0 52 0 52

長　　等 0 0

議　　員 0 0

その他の特別職 8 52 52 0 52

計 8 52 0 0 52 0 52

長　　等 0 0

議　　員 0 0

その他の特別職 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0

２　一般職

（１）　総　括

報酬 給　　料 職員手当等

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(5)　　4 2,683 13,237 11,284 4,024 31,228

(5)　　4 2,183 13,237 10,741 4,024 30,185

0 △ 500 0 △ 543 0 △ 1,043

※（　）内は短時間勤務職員について外書き

扶養手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 住居手当 通勤手当

（千円） （千円） （千円） 　（千円） 　（千円） （千円）

補正前 937 2,855 2,171 92 486 826

補正後 937 2,432 2,051 92 486 826

比　　較 0 △ 423 △ 120 0 0 0

管理職手当 児童手当 宿日直手当 管理職員特別 単身赴任 退職手当組合

（千円） （千円） （千円） 勤務手当(千円) 手当（千円） 負担金（千円）

補正前 391 580 0 112 0 1,986

補正後 391 580 0 112 0 1,986

比　　較 0 0 0 0 0 0

合　　計 備　　考
報　酬 給　料

期　末　手　当
計

年間支給率（月分）

区　　　　　分

補正前

共済費

給　与　費　明　細　書

0

職員数
（人）

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

その他の手当

補正後

比　較

補　　正　　後

比　　　　　較

補　　正　　前

区　分
（千円）

0

10

26,161

△ 1,043

838

0

838

合　　計 備　　考
計

（千円）

27,204

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
共済費

特殊勤務手当

0

0

区        分
職 員 数

職員手当等の内訳

区　分
時間外勤務

手当　（千円）

10

0



ア．会計年度任用職員以外の職員

報　　酬 給　　料 職員手当等

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

4 13,237 11,284 4,024 28,545

4 13,237 10,741 4,024 28,002

0 0 0 △ 543 0 △ 543

扶養手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 住居手当 通勤手当

（千円） （千円） （千円） 　（千円） 　（千円） （千円）

補正前 937 2,855 2,171 92 486 826

補正後 937 2,432 2,051 92 486 826

比　　較 0 △ 423 △ 120 0 0 0

管理職手当 児童手当 宿日直手当 管理職員特別 単身赴任 退職手当組合

（千円） （千円） （千円） 勤務手当(千円) 手当（千円） 負担金（千円）

補正前 391 580 0 112 0 1,986

補正後 391 580 0 112 0 1,986

比　　較 0 0 0 0 0 0

イ．会計年度任用職員

報　　酬 給　　料 職員手当等

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(5) 2,683 0 0 0 2,683

(5) 2,183 0 0 0 2,183

0 △ 500 0 0 0 △ 500

※この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

※(  )は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職を

　　占める職員の一週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員について記載すること。

扶養手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 住居手当 通勤手当

（千円） （千円） （千円） 　（千円） 　（千円） （千円）

補正前 0 0 0 0 0 0

補正後 0 0 0 0 0 0

比　　較 0 0 0 0 0 0

管理職手当 児童手当 宿日直手当 管理職員特別 単身赴任 退職手当組合

（千円） （千円） （千円） 勤務手当(千円) 手当（千円） 負担金（千円）

補正前 0 0 0 0 0 0

補正後 0 0 0 0 0 0

比　　較 0 0 0 0 0 0

備　　考
計

共済費

比　　　　　較 △ 543

合　　計

10

10

区        分
職 員 数

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

（千円）

補　　正　　前 24,521

補　　正　　後 23,978

0

区        分
職 員 数

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

職員手当等の内訳

区　分
時間外勤務

手当　（千円）

838

838

0

区　分
特殊勤務手当

（千円）

補　　正　　後 2,183

比　　　　　較 △ 500

0

0

共済費 合　　計 備　　考
計

（千円）

補　　正　　前 2,683

0

職員手当等の内訳

区　分
時間外勤務

手当　（千円）

0

区　分
特殊勤務手当

（千円）

0

0





議案第１１号

 令和４年度設楽町公共下水道特別会計補正予算（第３号） 

令和４年度設楽町公共下水道特別会計補正予算（第３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に歳入歳出それぞれ９，３００千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３４，９８４千円とする。 

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。 

令和５年３月１日提出 

  設楽町長 土 屋 浩 





1 21,560 △9,820 11,740

1 分担金 21,560 △9,820 11,740

2 6,336 △3,500 2,836

1 使用料 6,336 △3,500 2,836

3 30,000 △5,000 25,000

1 国庫補助金 30,000 △5,000 25,000

4 377,786 9,020 386,806

1 一般会計繰入金 377,786 9,020 386,806

444,284 △9,300 434,984

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

繰入金

歳　　入　　合　　計

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額



1 42,572 △9,300 33,272

1 総務管理費 42,572 △9,300 33,272

2 196,000 0 196,000

1 施設建設費 196,000 0 196,000

444,284 △9,300 434,984

総務費

事業費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出



 

 

 

令和４年度 

設楽町公共下水道特別会計補正予算(第３号) 

に関する説明書 

 





１　総　　括

（歳　　入）

1 分担金及び負担金 21,560 △9,820 11,740

2 使用料及び手数料 6,336 △3,500 2,836

3 国庫支出金 30,000 △5,000 25,000

4 繰入金 377,786 9,020 386,806

444,284 △9,300 434,984

 千円  千円  千円

歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計



（歳　　出）

1 総務費 42,572 △9,300 33,272

2 事業費 196,000 0 196,000

444,284 △9,300 434,984

款 計

 千円

歳　　出　　合　　計

 千円

補正前の額 補　正　額

 千円



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

△9,300 0

△5,000 5,000 0

△5,000 0 △4,300 0

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円 千円  千円



377,786 9,020 386,806計

386,806一般会計繰入金1 377,786 9,020

　１項　一般会計繰入金 9,020千円

　４款　繰入金 9,020千円

30,000 △5,000 25,000計

25,000国庫補助金1 30,000 △5,000

　１項　国庫補助金 △5,000千円

　３款　国庫支出金 △5,000千円

6,336 △3,500 2,836計

2,836使用料1 6,336 △3,500

　１項　使用料 △3,500千円

　２款　使用料及び手数料 △3,500千円

21,560 △9,820 11,740計

11,740分担金1 21,560 △9,820

補　正　額 計

 千円  千円

△9,820千円

△9,820千円

 千円

　１款　分担金及び負担金

　１項　分担金

２　　歳    入

目 補正前の額



公共下水道特別会計

金 　一般会計繰入金 9,020

1 一般会計繰入 9,020 生活課

業費補助金 　社会資本整備総合交付金　［補助率１／２］ △5,000

1 公共下水道事 △5,000 生活課

　現年度分 △3,500

1 現年度分 △3,500 生活課

　加入者分担金 △9,820

1 分担金 △9,820 生活課

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



計 0196,000 196,000 0△5,000 5,0000

14,820

繰入金

△9,820

△5,000 負担金

国庫支出金 分担金及び

5,000

0千円

0千円

196,00001 施設建設費 196,000 △5,000

　１項　施設建設費

　２款　事業費

計 △9,30042,572 33,272 00 △9,3000

△5,800

繰入金

△3,500

手数料

使用料及び

33,272△9,3001 総務管理費 42,572 △9,300

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

△9,300千円

△9,300千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　１款　総務費

　１項　総務管理費



公共下水道特別会計

財源更正

　　　田口公共下水道施設管理業務委託 △1,100

△1,100　施設維持管理委託料

　　　汚泥処理手数料 △2,200

△2,200　手数料

　　　一般通信運搬費 △200

12 △1,100委託料 △200　通信運搬費

△300　医薬材料費

△5,500　光熱水費
11 △2,400役務費

10 △5,800需用費 生活課

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節





議案第１２号

 令和４年度設楽町農業集落排水特別会計補正予算（第２号） 

 令和４年度設楽町農業集落排水特別会計補正予算（第２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に歳入歳出それぞれ５，６００千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５２，４６３千円とする。 

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。 

令和５年３月１日提出 

  設楽町長 土 屋 浩 





5 227,491 △5,600 221,891

1 一般会計繰入金 227,491 △5,600 221,891

358,063 △5,600 352,463

繰入金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円



1 88,648 △5,100 83,548

1 総務管理費 88,648 △5,100 83,548

2 111,415 △500 110,915

1 施設建設費 111,415 △500 110,915

358,063 △5,600 352,463

総務費

事業費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出



 

 

 

令和４年度 

設楽町農業集落排水特別会計補正予算(第２号) 

に関する説明書 

 





１　総　　括

（歳　　入）

5 繰入金 227,491 △5,600 221,891

358,063 △5,600 352,463歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円



（歳　　出）

1 総務費 88,648 △5,100 83,548

2 事業費 111,415 △500 110,915

358,063 △5,600 352,463歳　　出　　合　　計

 千円

款 計

 千円

補正前の額 補　正　額

 千円



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

△5,100 0

△500 0

0 0 △5,600 0

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源
一　般　財　源

 千円  千円 千円  千円

補　正　額　の　財　源　内　訳



227,491 △5,600 221,891計

221,891一般会計繰入金1 227,491 △5,600

補　正　額 計

 千円  千円

△5,600千円

△5,600千円

 千円

　５款　繰入金

　１項　一般会計繰入金

２　　歳    入

目 補正前の額



農業集落排水特別会計

　施設建設費 △500

金 　総務管理費等 △5,100

1 一般会計繰入 △5,600 生活課

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



計 △500111,415 110,915 00 △5000

△500

繰入金

110,915△5001 施設建設費 111,415 △500

　１項　施設建設費

　２款　事業費
△500千円

△500千円

0 △5,1000計 △5,10088,648 83,548 0

△5,100

繰入金

83,548△5,1001 総務管理費 88,648 △5,100

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

△5,100千円

△5,100千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　１款　総務費

　１項　総務管理費



農業集落排水特別会計

　　　管渠工事 △500

△500　工作物（補助事業）

14 △500工事請負費 生活課

△800　消費税及び地方消費税

　　　監視システム保守点検業務委託 △300

　　　処理施設管理業務委託 △1,500

△1,800　業務委託料
26 △800公課費

　　　浄化槽清掃手数料 △500

12 △1,800委託料 △500　手数料

　　　一般修繕費 △2,000

△2,000　修繕費（投資）
11 △500役務費

10 △2,000需用費 生活課

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節





議案第１３号

 令和４年度設楽町つぐ診療所特別会計補正予算（第４号） 

令和４年度設楽町つぐ診療所特別会計補正予算（第４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に歳入歳出それぞれ１，５４９千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８８，０９０千円とする。 

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。 

令和５年３月１日提出 

  設楽町長 土 屋 浩 





4 42,980 △1,549 41,431

1 一般会計繰入金 42,980 △1,549 41,431

89,639 △1,549 88,090

 千円

項 補正前の額

 千円

繰入金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計



1 64,044 △1,549 62,495

1 総務管理費 64,044 △1,549 62,495

89,639 △1,549 88,090

総務費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出



 

 

 

令和４年度 

設楽町つぐ診療所特別会計補正予算(第４号) 

に関する説明書 

 





１　総　　括

（歳　　入）

4 繰入金 42,980 △1,549 41,431

89,639 △1,549 88,090

 千円  千円  千円

歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計



（歳　　出）

1 総務費 64,044 △1,549 62,495

89,639 △1,549 88,090

款 計

 千円

歳　　出　　合　　計

 千円

補正前の額 補　正　額

 千円



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

△1,549 0

0 0 △1,549 0

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円 千円  千円



42,980 △1,549 41,431計

41,431一般会計繰入金1 42,980 △1,549

補　正　額 計

 千円  千円

△1,549千円

△1,549千円

 千円

　４款　繰入金

　１項　一般会計繰入金

２　　歳    入

目 補正前の額



つぐ診療所特別会計

金 　一般会計繰入金 △1,549

1 一般会計繰入 △1,549 津具総合支所管理課

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



計 △1,54964,044 62,495 00 △1,5490

△1,549

繰入金

62,495△1,5491 一般管理費 64,044 △1,549

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

△1,549千円

△1,549千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　１款　総務費

　１項　総務管理費



つぐ診療所特別会計

　　　在宅酸素装置借上料 △880

△880　借上料借料

13 △880使用料及び賃 △300　光熱水費

津具総合支所管理課

△369　期末手当（会計年度任用職員）
10 △300需用費

3 △369職員手当等 総務課

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節



２　一般職

（１）　総　括

報酬 給　　料 職員手当等

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(4)　　3 14,804 14,803 13,662 5,089 48,358

(4)　　3 14,804 14,803 13,190 5,089 47,886

0 0 0 △ 472 0 △ 472

※（　）内は短時間勤務職員について外書き

扶養手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 住居手当 通勤手当

（千円） （千円） （千円） 　（千円） 　（千円） （千円）

補正前 75 6,070 2,572 0 0 606

補正後 75 5,659 2,441 0 0 606

比　　較 0 △ 411 △ 131 0 0 0

管理職手当 児童手当 宿日直手当 管理職員特別 単身赴任 退職手当組合

（千円） （千円） （千円） 勤務手当(千円) 手当（千円） 負担金（千円）

補正前 276 80 0 0 0 2,222

補正後 276 80 0 70 0 2,222

比　　較 0 0 0 70 0 0

ア．会計年度任用職員以外の職員

報　　酬 給　　料 職員手当等

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（1）　  3 14,803 10,525 3,900 29,228

（1）　  3 14,803 10,423 3,900 29,126

0 0 0 △ 102 0 △ 102

※（　）内は短時間勤務職員について外書き

扶養手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 住居手当 通勤手当

（千円） （千円） （千円） 　（千円） 　（千円） （千円）

補正前 75 2,933 2,572 0 0 606

補正後 75 2,892 2,441 0 0 606

比　　較 0 △ 41 △ 131 0 0 0

管理職手当 児童手当 宿日直手当 管理職員特別 単身赴任 退職手当組合

（千円） （千円） （千円） 勤務手当(千円) 手当（千円） 負担金（千円）

補正前 276 80 0 0 0 2,222

補正後 276 80 0 70 0 2,222

比　　較 0 0 0 70 0 0

861

給　与　費　明　細　書

区        分
職 員 数 備　　考

計

（千円）

補　　正　　前 43,269

補　　正　　後 42,797

比　　　　　較 △ 472

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
共済費

0

区　分
特殊勤務手当

（千円）

900

900

補　　正　　後 25,226

比　　　　　較 △ 102

職員手当等の内訳

区　分
時間外勤務

手当　（千円）

861

合　　計

合　　計 備　　考
計

（千円）

補　　正　　前 25,328

900

0

区        分
職 員 数

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
共済費

職員手当等の内訳

区　分
時間外勤務

手当　（千円）

861

0

区　分
特殊勤務手当

（千円）

900

861

0



イ．会計年度任用職員

報　　酬 給　　料 職員手当等

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(3) 14,804 0 3,137 1,189 19,130

(3) 14,804 0 2,767 1,189 18,760

0 0 0 △ 370 0 △ 370

※この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

※(  )は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職を

　　占める職員の一週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員について記載すること。

扶養手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 住居手当 通勤手当

（千円） （千円） （千円） 　（千円） 　（千円） （千円）

補正前 0 3,137 0 0 0 0

補正後 0 2,767 0 0 0 0

比　　較 0 △ 370 0 0 0 0

管理職手当 児童手当 宿日直手当 管理職員特別 単身赴任 退職手当組合

（千円） （千円） （千円） 勤務手当(千円) 手当（千円） 負担金（千円）

補正前 0 0 0 0 0 0

補正後 0 0 0 0 0 0

比　　較 0 0 0 0 0 0

（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

ア．会計年度任用職員以外の職員

　期末手当　勤勉手当

　時間外勤務手当　管理職手当

イ．会計年度任用職員

合　　計 備　　考
計

（千円）

補　　正　　前 17,941

区        分
職 員 数

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
共済費

補　　正　　後 17,571

比　　　　　較 △ 370

職員手当等の内訳

区　分
時間外勤務

手当　（千円）

0

0

0

区　　　　分 増減額　　（千円） 増減事由別内訳　　　　　（千円） 説　　　　　　　　　　　明 備　　　　　　　考

0

区　分
特殊勤務手当

（千円）

0

0

給　　　　　　　料 0 　給与改定に伴う増減分 0

　その他の増減分 △ 48

　昇給に伴う追加分 48 　平均昇給率：1.6％

　対象職員数：4人

　その他の増減分 △ 102

　退職手当組合負担金

　職　員　手　当　等 △ 102 　制度改正に伴う増減分 0

区　　　　分 増減額　　（千円） 増減事由別内訳　　　　　（千円） 説　　　　　　　　　　　明 備　　　　　　　考

報　　　　　酬 0 　給与改定に伴う増減分 0

　その他の増減分 △ 370

　職　員　手　当　等 △ 370 　制度改正に伴う増減分 0

　その他の増減分 0





議案第１４号

 令和４年度設楽町津具財産区特別会計補正予算（第３号） 

令和４年度設楽町津具財産区特別会計補正予算（第３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に歳入歳出それぞれ８２千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１０，２６８千円とする。 

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。 

令和５年３月１日提出 

  設楽町長 土 屋 浩 





1 6,946 82 7,028

1 財産運用収入 875 △308 567

2 財産売払収入 6,071 390 6,461

10,186 82 10,268

補正前の額

 千円

財産収入

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項



2 9,750 82 9,832

1 財産区事業費 9,750 82 9,832

10,186 82 10,268

財産区事業費

歳　　出　　合　　計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出

款 計



 

 

 

令和４年度 

設楽町津具財産区特別会計補正予算(第３号) 

に関する説明書 

 





１　総　　括

（歳　　入）

1 財産収入 6,946 82 7,028

10,186 82 10,268歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円



（歳　　出）

2 財産区事業費 9,750 82 9,832

10,186 82 10,268歳　　出　　合　　計

 千円

款 計

 千円

補正前の額 補　正　額

 千円



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

390 △308

0 0 390 △308

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源
一　般　財　源

 千円  千円 千円  千円

補　正　額　の　財　源　内　訳



6,071 390 6,461計

6,461財産区生産物売払収入1 6,071 390

　２項　財産売払収入 390千円

　１款　財産収入 82千円

875 △308 567計

567財産貸付収入1 875 △308

補　正　額 計

 千円  千円

82千円

△308千円

 千円

　１款　財産収入

　１項　財産運用収入

２　　歳    入

目 補正前の額



津具財産区特別会計

売払収入 　立木売払収入 390

1 財産区生産物 390 財産区

収入 　田原市分収林 △308

1 土地建物貸付 △308 財産区

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



3900計 829,750 9,832 △3080

390

費 財産収入

9,832821 財産区事業 9,750 △308390

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

82千円

82千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　財産区事業費

　１項　財産区事業費



津具財産区特別会計

　　　財政調整基金一般積立金（財産区事業） 382

382　一般積立金

　　　一般修繕費 △300

△300　修繕費（維持補修）
24 382積立金

10 △300需用費 財産区

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節
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