
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

○地方交付税 3,414,700 144,038 3,558,738

○分担金及び負担金 56,120 400 56,520

○使用料及び手数料 183,747 1,200 184,947

○国庫支出金 1,227,838 34,632 1,262,470

○県支出金 861,629 19,768 881,397

・子育てのための施設等利用給付費県費負担金
  880（皆増）

・防犯カメラ設置補助金 80（皆増）

・地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金
  100（130→230）

・佐賀県風しん予防接種事業補助金 146（37→183）

・多面的機能支払交付金 13（10,696→10,709）

・保育所等整備交付金 2,073（皆増）

・がん検診推進事業補助金 195（384→579）

・母子保健衛生費補助金 586（皆増）

・児童福祉費負担金 11,268（148,101→159,369）

・育成医療負担金 75（153→228）

・障害児通所給付費負担金 3,125（4,364→7,489）

・子育てのための施設等利用給付交付金 1,762（皆増）

・子ども・子育て支援臨時交付金 12,148（皆増）

・過年度精算分児童福祉費負担金 14（皆増）

・社会保障・税番号制度システム整備補助金
（厚生労働省） △586（皆減）

・地方創生推進交付金 △11,691（65,251→53,560）

・プレミアム付商品券事務費補助金（平成31年度分）
1,191（9,844→11,035）

・普通交付税 144,038（3,054,200→3,198,238）

・農業災害復旧事業負担金 400（100→500）

・廃棄物搬入手数料 1,200（3,000→4,200）

・児童福祉費負担金 22,540（347,744→370,284）

・育成医療負担金 150（307→457）

・障害児通所給付費負担金 6,250（8,728→14,978）

１　歳入歳出予算

　令和元年度一般会計補正予算（第２号）は、施設等利用給付事業、保育所等整備交付金事業、人・農地問題解決加速化支援
事業、サガマリアージュ連携事業、ありたを誇りに思う教育推進事業、自殺予防対策事業を新たに追加しています。社会資本整
備総合交付金事業（南原原宿線道路改良事業）、障害児福祉サービス事業、老人福祉センター事業、財産管理事業、定住促進
事業などを増額、移住・定住・交流人口創出事業、社会資本整備総合交付金事業（井手平８号線）、長期債利子償還金などを
減額しています。その財源については、地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、地方債などで措置しています。
　基金については、財政調整基金積立金などを計上しています。
　補正額は2億6,522万円の増額で、補正後の予算額は112億5,098万5千円となり、前年同期に比べ4.8％の増となります。

（単位：千円）

項　目 説　明　※( )内は補正前→補正後

増減率

265,220 11,250,985 10,740,049 510,936 4.8

令 和 元 年 9 月 3 日
有 田 町

令和元年度一般会計補正予算（第２号）の概要

(単位：千円、％）

９月補正額
令和元年度

９月補正後の予算額
平成３０年度

９月補正後の予算額

対前年度比較

増減額



（補正前） （補正額） （補正後）

○寄附金 600,002 300 600,302

○繰入金 1,053,158 △ 237,821 815,337

○繰越金 1 372,775 372,776

○諸収入 187,887 3,535 191,422

○町債 1,168,000 △ 73,607 1,094,393

合併特例債 737,500 0 737,500

項　目 説　明　※( )内は補正前→補正後

・農業水路等長寿命化・防災減災事業（一般補助施設
 整備等事業債） 1,900（5,900→7,800）

・臨時財政対策債 △65,907（275,900→209,993）

・消防団員退職報償金 2,287（14,048→16,335）

・国道202号線歩道整備による町所有光ケーブル
 移転補償 △291（993→702）

・町立保育園児童給食費（くわこば） 675（皆増）

・町立保育園児童給食費（おおやま） 675（皆増）

・旧江越家住宅改修事業（一般補助施設整備等事業債）
 △8,900（皆減）

・農業農村整備事業債（公共事業等債）
 △700（4,000→3,300）

・ふるさと応援基金繰入金 △17,926（639,804→621,878）

・財政調整基金繰入金 △219,895（353,195→133,300）

・繰越金 372,775（1→372,776）

・未熟児養育医療国庫負担金過年度分追加交付金
  32（皆増）

・未熟児養育医療県費負担金過年度分追加交付金
  16（皆増）

・児童福祉費国庫負担金過年度追加交付金 141（皆増）

・農業災害復旧費補助金 3,200（800→4,000）

・権限委譲事務委託金 122（1,154→1,276）

・学校基本調査委託金 △2（6→4）

・佐賀県統計調査員確保対策事業委託料 1（25→26）

・国勢調査事業委託金 △18（120→102）

・教育費寄附金（学校教育課） 300（1→301）

・人・農地問題解決加速化支援事業補助金 778（皆増）



３　歳出予算の内容

補正額 主管課 予算書

545 議会事務局 P14

△ 908 議会事務局 P14

186,388 財政課 P14

△ 1,265 総務課 P14

△ 1,668 総務課 P15

10,500 財政課 P15

951 総務課 P15

1,357 住民環境課 P15

9,300 まちづくり課 P16

525 まちづくり課 P16

△ 249 まちづくり課 P16

△ 22,040 まちづくり課 P16

△ 10,663 総務課 P17

△ 71 財政課 P18

△ 880 財政課 P18

240 総務課 P18

△ 4,831 総務課 P18

0 総務課 P19人件費
一般職共済組合負担金△500（11,433→10,933）、再任用職員社
会保険料500（皆増）
【財源内訳】財源変更なし

防犯事業
防犯カメラ設置工事240（皆増）
【財源内訳】県支出金80、一般財源160

人件費

一般職給△2,760（52,760→50,000）、一般職期末手当△366
（12,866→12,500）、一般職勤勉手当△549（8,749→8,200）、一般
職退職手当組合負担金△442（8,442→8,000）、一般職共済組合
負担金△714（16,914→16,200）
【財源内訳】一般財源△4,831

人件費

一般職給△5,696（34,896→29,200）、一般職住居手当△312（皆
減）、一般職期末手当△1,322（8,622→7,300）、一般職勤勉手当
△950（5,850→4,900）、一般職退職手当組合負担金△913（5,913
→5,000）、一般職共済組合負担金△1,470（11,470→10,000）
【財源内訳】一般財源△10,663

情報一般管理事業
光回線移設工事△71（1,434→1,363）
【財源内訳】諸収入△291、一般財源220

基幹業務システム
管理事業

プログラム開発委託料△880（1,936→1,056）
【財源内訳】国庫支出金△586、一般財源△294

合併振興基金事業
講師謝金△174（350→176）、講師旅費△75（150→75）
【財源内訳】繰入金△249

移住・定住・交流人口
創出事業

確認検査申請手数料△20（皆減）、旧江越家住宅改修工事実施
設計業務委託料△827（皆減）、旧江越家住宅改修工事監理業務
委託料△1,149（皆減）、旧江越家住宅運営管理委託料△646（皆
減）、移住ツアー・交流セミナー等運営委託料△1,175（皆減）、住
宅賃借料△240（皆減）、旧江越家住宅改修工事△17,983（皆減）
【財源内訳】国庫支出金△10,900、地方債△8,900、
一般財源△2,240

定住促進事業
定住促進奨励金9,300（21,000→30,300）
【財源内訳】繰入金9,300

有田町“新生”
まちづくり事業

専門家謝金100（皆増）、専門家旅費425（皆増）
【財源内訳】一般財源525

庁舎管理事業
施設修繕費951（1,000→1,951）
【財源内訳】一般財源951

東出張所管理事業

複合機移設手数料17（皆増）、清掃委託料△37（109→72）、東出
張所解体工事実施設計委託料1,000（皆増）、アスベスト調査委託
料323（皆増）、ワイヤレスコール購入費54（皆増）
【財源内訳】一般財源1,357

人件費
一般職給△1,078（30,678→29,600）、一般職扶養手当△300
（1,398→1,098）、一般職共済組合負担金△290（9,790→9,500）
【財源内訳】一般財源△1,668

財産管理事業

地積測量図作成業務委託料4,650（1,245→5,895）、不動産鑑定
委託料850（皆増）、町有地宅地計画策定業務委託料5,000（皆
増）
【財源内訳】一般財源10,500

財政調整基金
財政調整基金積立金186,388（皆増）
【財源内訳】一般財源186,388

人件費
一般職給△1,265（37,265→36,000）
【財源内訳】一般財源△1,265

議会総務事業
被服費545（皆増）
【財源内訳】一般財源545

議会タブレット導入事業
タブレット通信料126（785→911）、新規回線登録料△59（皆減）、
タブレットレンタル料△975（皆減）
【財源内訳】一般財源△908

（単位：千円）

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後



補正額 主管課 予算書

△ 18 まちづくり課 P19

3,918 総務課 P20

11,412 健康福祉課 P21

2,723 健康福祉課 P21

3,932 健康福祉課 P21

1,453 健康福祉課 P22

582 子育て支援課 P22

428 子育て支援課 P23

12,664 子育て支援課 P23

1,016 子育て支援課 P24

3,111 子育て支援課 P24

5,095 子育て支援課 P24

788 くわこば保育園 P25

24 おおやま保育園 P25

18,413 総務課 P25

880 健康福祉課 P26

70 健康福祉課 P26

△ 2,926 総務課 P26

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

人件費
一般職給△2,926（31,926→29,000）
【財源内訳】一般財源△2,926

母子健康診査事業
母子保健健康管理システム改修委託料880（皆増）
【財源内訳】国庫支出金586、一般財源294

自殺対策緊急強化
基金事業

印刷製本費70（21→91）
【財源内訳】県支出金34、一般財源36

くわこば保育園事業
高速オーブン購入費△416（皆減）、スチームオーブン購入費
1,055（皆増）、避難車購入費149（皆増）
【財源内訳】繰入金639、諸収入675、一般財源△526

おおやま保育園事業
シュレッダー購入費24（皆増）
【財源内訳】諸収入675、一般財源△651

人件費

一般職給10,544（66,456→77,000）、一般職住居手当579（324→
903）、一般職期末手当2,235（15,279→17,514）、一般職勤勉手当
1,606（10,666→12,272）、一般職共済組合負担金3,178（20,647→
23,825）、一般職共済組合追加費用271（1,424→1,695）
【財源内訳】国庫支出金6,397、県支出金2,132、一般財源9,884

＜新規＞
施設等利用給付事業

子育てのための施設等利用給付負担金（未移行幼稚園）309（皆
増）、子育てのための施設等利用給付負担金（認可外保育施設
等）1,260（皆増）、預かり保育事業負担金（1号の預かり保育）
3,526（皆増）
【財源内訳】国庫支出金3,819、県支出金1,272、一般財源4

＜新規＞
保育所等整備
交付金事業

保育所等整備交付金事業補助金3,111（皆増）
【財源内訳】国庫支出金2,073、一般財源1,038

地域子ども・子育て支援
事業（一時預かり事業）

過年度分子ども・子育て支援国庫負担金返還金1,016（皆増）
【財源内訳】一般財源1,016

育成医療給付事業
育成医療給付費300（615→915）、国庫負担金過年度分返還金85
（皆増）、県負担金過年度分返還金43（皆増）
【財源内訳】国庫支出金150、県支出金75、一般財源203

障害児福祉サービス事業

障害児福祉サービス支払審査委託料36（84→120）、障害児通所
給付費11,000（15,360→26,360）、障害児相談支援給付費1,500
（2,040→3,540）、ひまわり園利用者負担金助成費（町単独）65
（156→221）、国庫負担金過年度分返還金42（皆増）、県負担金
過年度分返還金21（皆増）
【財源内訳】国庫支出金6,250、県支出金3,125、一般財源3,289

放課後児童クラブ事業

消耗品費171（350→521）、水道料△275（300→25）、施設修繕費
100（100→200）、家電リサイクル料4（皆増）、緊急通報システム
委託料2（156→158）、過年度分子ども・子育て支援国庫負担金
返還金580（皆増）
【財源内訳】一般財源582

介護保険事業

過年度分介護保険低所得利用者助成事業返還金63（皆増）、地
域支援事業繰出金(介護予防事業）1（11,486→11,487）、地域支
援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）52（10,911→
10,963）、事務費繰出金1,337（22,940→24,277）
【財源内訳】一般財源1,453

更生医療給付事業
国庫負担金過年度分返還金1,815（皆増）、県費負担金過年度分
返還金908（皆増）
【財源内訳】一般財源2,723

障害福祉サービス事業
国庫負担金過年度分返還金2,621（皆増）、県負担金過年度分返
還金1,311（皆増）
【財源内訳】一般財源3,932

老人福祉センター事業
電圧切替工事10,912（皆増）、電圧切替工事負担金500（皆増）
【財源内訳】一般財源11,412

人件費

一般職給1,386（54,714→56,100）、一般職扶養手当297（1,836→
2,133）、一般職住居手当417（1,140→1,557）、一般職通勤手当
314（413→727）、一般職期末手当95（12,905→13,000）、一般職
勤勉手当228（8,899→9,127）、一般職退職手当組合負担金395
（8,755→9,150）、一般職共済組合負担金652（17,748→18,400）、
一般職共済組合追加費用134（1,236→1,370）
【財源内訳】一般財源3,918

国勢調査事業
普通旅費2（3→5）、消耗品費△20（54→34）
【財源内訳】県支出金△18



補正額 主管課 予算書

391 健康福祉課 P27

292 健康福祉課 P27

1,691 総務課 P27

2,135 住民環境課 P28

22 農林課 P28

2,536 建設課 P28

313 総務課 P29

18 農林課 P29

778 農林課 P29

2,534 建設課 P30

2,133 農林課 P30

1,400 農林課 P31

1,201 商工観光課 P32

384 商工観光課 P32

1,025 商工観光課 P33

697 商工観光課 P33

8,971 総務課 P34

5,620 建設課 P35

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

人件費

一般職給4,757（18,993→23,750）、一般職扶養手当△198（474→
276）、一般職時間外勤務手当△332（1,732→1,400）、一般職管
理職手当556（425→981）、一般職期末手当1,150（4,514→
5,664）、一般職勤勉手当849（3,139→3,988）、一般職退職手当組
合負担金762（3,038→3,800）、一般職共済組合負担金1,340
（6,005→7,345）、一般職共済組合追加費用87（413→500）
【財源内訳】一般財源8,971

道路橋梁維持事業
町道補修及び除草作業委託料500（5,000→5,500）、町道修繕工
事5,000（15,500→20,500）、町道補修原材料費120（221→341）
【財源内訳】一般財源5,620

観光協会事業

事務所賃借料480（皆増）、ケーブルテレビ回線移設工事19（皆
増）、光回線・電話設備移設工事75（皆増）、警備設備設置工事
123（皆増）
【財源内訳】一般財源697

＜新規＞
サガマリアージュ
連携事業

通訳謝礼80（皆増）、お土産代150（皆増）、バス借上料154（皆増）
【財源内訳】一般財源384

観光振興事業
施設修繕費159（968→1,127）、草刈り等業務委託料866（821→
1,687）
【財源内訳】一般財源1,025

プレミアム付商品券事業

消耗品費50（皆増）、郵便切手代100（皆増）、振込手数料30（皆
増）、プレミアム付商品券事務委託料1,021（4,064→5,085）、プレミ
アム付商品券事業事務局負担金25,000（皆増）、プレミアム付商
品券事業費補助金△25,000（皆減）
【財源内訳】国庫支出金1,191、一般財源10

林業総務管理事業
支障木伐採委託1,055（1,707→2,762）、公有林経営計画書作成
業務委託898（皆増）、町有林植栽委託180（皆増）
【財源内訳】一般財源2,133

森林環境保全
直接支援事業

森林環境保全直接支援事業補助金1,400（401→1,801）
【財源内訳】一般財源1,400

農業水路等長寿命化・
防災減災事業

県営古木場ダム修繕工事負担金2,534（7,884→10,418）
【財源内訳】地方債1,900、一般財源634

＜新規＞
人・農地問題解決
加速化支援事業

検討会職員時間外勤務手当270（皆増）、臨時雇用社会保険料60
（皆増）、臨時雇用賃金372（皆増）、消耗品費76（皆増）
【財源内訳】県支出金778

人件費

一般職給684（22,736→23,420）、一般職扶養手当△318（396→
78）、一般職住居手当△288（564→276）、一般職児童手当△240
（皆減）、一般職退職手当組合負担金109（3,638→3,747）、一般
職共済組合負担金366（7,134→7,500）
【財源内訳】一般財源313

多面的機能支払
交付金事業

多面的機能支払交付金事業補助金18（14,262→14,280）
【財源内訳】県支出金13、一般財源5

農業総務費
シュレッダー購入費22（皆増）
【財源内訳】県支出金12、一般財源10

農業総務管理事業
普通旅費16（48→64）、水路工事2,520（皆増）
【財源内訳】一般財源2,536

人件費

一般職給1,223（15,022→16,245）、一般職扶養手当△285（420→
135）、一般職住居手当140（324→464）、一般職期末手当157
（3,595→3,752）、一般職勤勉手当163（2,493→2,656）、一般職児
童手当△320（皆減）、一般職退職手当組合負担金317（2,404→
2,721）、一般職共済組合負担金269（4,731→5,000）、一般職共済
組合追加費用27（324→351）
【財源内訳】一般財源1,691

リサイクルプラザ
修繕事業

施設等修繕費2,135（21,780→23,915）
【財源内訳】繰入金2,135

健康診査事業
郵便切手代391（1,017→1,408）
【財源内訳】国庫支出金195、一般財源196

感染症対策事業
風しん任意接種委託料292（75→367）
【財源内訳】県支出金146、一般財源146



補正額 主管課 予算書

66 建設課 P35

△ 86 建設課 P36

20,196 建設課 P36

△ 20,295 建設課 P36

△ 14,790 総務課 P36

0 建設課 P37

2,500 建設課 P37

60 建設課 P37

10,863 総務課 P38

2,387 消防署 P38

1,980 学校教育課 P39

249 学校教育課 P39

102 学校教育課 P39

1,067 有田中部小学校 P40

1,976 曲川小学校 P41

△ 1,279 学校教育課 P41

△ 13,186 総務課 P41

441 大山小学校 P41

2,932 学校教育課 P43

660 学校教育課 P43

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

中学校総務管理事業
臨時雇用社会保険料480（2,220→2,700）、臨時雇用賃金2,452
（12,462→14,914）
【財源内訳】一般財源2,932

中学校教育振興事業
九州・全国大会等出場補助660（800→1,460）
【財源内訳】一般財源660

人件費

一般職給△6,908（24,818→17,910）、一般職扶養手当△180（378
→198）、一般職住居手当△276（皆減）、一般職期末手当△1,565
（5,565→4,000）、一般職勤勉手当△1,091（3,902→2,811）、一般
職退職手当組合負担金△1,070（3,970→2,900）、一般職共済組
合負担金△2,096（7,318→5,222）、
【財源内訳】一般財源△13,186

大山小学校
教育振興事業

テント購入費441（皆増）
【財源内訳】寄附金300、一般財源141

曲川小学校
施設管理事業

施設修繕費208（310→518）、教室棟剥落危険箇所補修945（皆
増）、教室棟2階手洗場取替修繕823（皆増）
【財源内訳】一般財源1,976

小学校総務管理事業
臨時雇用社会保険料△228（6,120→5,892）、臨時雇用賃金△
1,051（32,972→31,921）
【財源内訳】一般財源△1,279

有田中部小学校
施設管理事業

施設修繕費1,067（1,616→2,683）
【財源内訳】一般財源1,067

＜新規＞
ありたを誇りに思う教育
推進事業

講師謝金100（皆増）、記念品代14（皆増）、映像制作委託料100
（皆増）、冷暖房使用料9（皆増）、機器使用料16（皆増）、会場借
上料10（皆増）
【財源内訳】繰入金249

＜新規＞
自殺予防対策事業

講師謝金50（皆増）、講師旅費50（皆増）、消耗品費2（皆増）
【財源内訳】県支出金66、一般財源36

小中学校ＩＣＴ機器
活用事業

ＩＣＴ支援委託料1,980（3,924→5,904）
【財源内訳】一般財源1,980

人件費

一般職給6,996（11,829→18,825）、一般職通勤手当251（317→
568）、一般職期末手当922（2,837→3,759）、一般職勤勉手当674
（1,959→2,633）、一般職退職手当組合負担金639（1,892→
2,531）、一般職共済組合負担金1,381（3,666→5,047）
【財源内訳】一般財源10,863

非常備消防事業
消防団員退職報償金2,287（14,048→16,335）、施設修繕費100
（150→250）
【財源内訳】諸収入2,287、一般財源100

社会資本整備総合交付
金事業（南原三領石線ほ
か10路線）

調査委託料7,882（皆増）、工事請負費△7,882（皆減）
【財源内訳】財源変更なし

河川総務管理事業
町単河川修繕工事2,500（1,000→3,500）
【財源内訳】一般財源2,500

都市計画総務事業
都市計画審議会委員報酬42（21→63）、都市計画審議会委員費
用弁償18（9→27）
【財源内訳】県支出金3、一般財源57

社会資本整備総合交付
金事業（井手平８号線）

工事請負費△20,295（25,463→5,168）
【財源内訳】国庫支出金△10,703、地方債△9,100、
一般財源△492

人件費

一般職給△7,838（20,700→12,862）、一般職期末手当△1,856
（5,056→3,200）、一般職勤勉手当△1,330（3,505→2,175）、一般
職退職手当組合負担金△1,255（3,313→2,058）、一般職共済組
合負担金△2,361（6,473→4,112）、一般職共済組合追加費用△
150（440→290）
【財源内訳】一般財源△14,790

社会資本整備総合交付
金事業(道路防災 小溝原
穂波ノ尾線他6路線)

調査委託料7,300（14,050→21,350）、工事請負費△7,234（37,730
→30,496）
【財源内訳】国庫支出金35、地方債100、一般財源△69

社会資本整備総合交付
金事業（道路ストック点
検）

調査委託料△86（1,220→1,134）
【財源内訳】国庫支出金△35、一般財源△51

社会資本整備総合交付
金事業（南原原宿線道路
改良事業）

測量委託料20,196（60,020→80,216）
【財源内訳】国庫支出金10,703、地方債9,000、一般財源493



補正額 主管課 予算書

3,199 総務課 P43

7,039 生涯学習課 P44

375 文化財課 P45

1,619 総務課 P45

4,012 建設課 P46

960 財政課 P46

△ 15,798 財政課 P46

繰越額

49,255歴史と文化の森公園管理事業
事業実施にあたり、11月に工事を開始する予定だったが、実施設計に不
測の日数を要し、年度内での完了が困難であるため。
【財源内訳】地方債49,200、一般財源55

長期債利子償還金
長期債利子償還金△15,798（95,084→79,286）
【財源内訳】一般財源△15,798

●繰越明許費
（単位：千円）

事業名 繰越理由等

農地農業用施設
災害復旧事業

有料道路通行料10（12→22）、駐車場使用料2（皆増）、工事請負
費4,000（1,000→5,000）
【財源内訳】県支出金3,200、分担金400、一般財源412

長期債元金償還費
長期債元金償還金(当該年度分）960（780,096→781,056）
【財源内訳】一般財源960

文化財保護
総務管理事業

全国重要無形文化財保持団体協議会大会旅費28（152→180）、
家電リサイクル料3（皆増）、清掃委託料344（820→1,164）
【財源内訳】県支出金△36、一般財源411

人件費

一般職給635（17,315→17,950）、一般職扶養手当120（618→
738）、一般職期末手当157（4,163→4,320）、一般職勤勉手当93
（2,867→2,960）、一般職共済組合負担金614（4,986→5,600）
【財源内訳】一般財源1,619

人件費

一般職給1,445（19,805→21,250）、一般職扶養手当120（756→
876）、一般職住居手当264（皆増）、一般職通勤手当△96（219→
123）、一般職期末手当413（4,868→5,281）、一般職勤勉手当276
（3,347→3,623）、一般職退職手当組合負担金226（3,169→
3,395）、一般職共済組合負担金551（6,249→6,800）
【財源内訳】一般財源3,199

歴史と文化の森公園
管理事業

消耗品費50（皆増）、施設修繕費200（700→900）、備品修繕費
248（300→548）、指定管理料341（36,800→37,141）、消火栓ホー
ス耐圧試験委託料58（皆増）、炎の博記念堂空調熱源機器更新
工事△52,470（皆減）、炎の博記念堂自動制御中央監視盤更新
工事△16,500（皆減）、炎の博記念堂空調関連設備更新工事
68,970（皆増）、下の溜池（黒川）浚渫工事6,083（皆増）、原材料
費30（皆増）、消火器購入費29（皆増）
【財源内訳】一般財源7,039

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後


