
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

〇国庫支出金 1,708,368 109,989 1,818,357

○県支出金 904,165 164,547 1,068,712

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ６ 日
有 田 町

令和４年度一般会計補正予算（第５号）の概要

(単位：千円、％）

１２月補正額
令和４年度

１２月補正後の予算額
令和３年度

１２月補正後の予算額

対前年度比較

増減額 増減率

令和４年度一般会計補正予算（第５号）では、燃油物価高騰対策として燃油価格等高騰対策補助金、有田町保育所等
物価高騰支援事業などを新たに追加しています。また、団体営農村地域防災減災事業、障害福祉サービス事業、リサイ
クルプラザ修繕事業などを増額。小中学校新型コロナ対応緊急対策事業、施設型給付費等事業などを減額しています。
　その財源については、県支出金、国庫支出金、繰入金などで措置しています。
補正額は３億4,378万３千円の増額で、補正後の予算額は127億7,040万８千円となり、前年同期に比べ0.9％の増となり
ます。

（単位：千円）

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後

343,783 12,770,408 12,658,170 112,238 0.9

１　歳入歳出予算

・母子保健衛生費補助金 626 （皆増）

・社会資本整備総合交付金 6,360 （121,810 → 128,170）

・個人番号カード交付事務費補助金 890 （2,429 → 3,319）

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
81,926 （295,617 → 377,543）

・障害者自立支援システム改修事業補助金 396 （皆増）

・地域子ども・子育て支援事業費補助金〔子育て支援課〕
383 （32,368 → 32,751）

・障害者自立支援給付費等負担金 19,030 （284,862 →
303,892）

・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 378 （皆
増）

・老人クラブ助成金補助金 46 （756 → 802）

・老人クラブ連合会補助金 ▲4 （170 → 166）

・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金〔子育て支援課〕
383 （20,119 → 20,502）

・佐賀県給食費負担軽減支援事業費補助金 410 （1,980
→ 2,390）

・権限委譲事務委託金 ▲40 （1,037 → 997）

・佐賀県障害者自立支援給付費負担金 9,515 （142,431
→ 151,946）

・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 189 （皆
増）

・ＫＩＺＵＫＩ・看板改修支援事業費補助金〔商工観光課〕 ▲
958 （皆減）

・特用林産物生産基盤整備事業補助金 13 （115 → 128）

・農村地域防災減災事業補助金 155,000 （46,000 →
201,000）

・生活のしづらさなどに関する調査委託金 ▲7 （52 → 45）



（補正前） （補正額） （補正後）

○財産収入 27,338 2,908 30,246

○寄附金 1,001,002 360 1,001,362

○繰入金 1,458,704 48,340 1,507,044

○諸収入 202,417 339 202,756

○町債 356,964 17,300 374,264

３　歳出予算の内容

補正額 主管課

▲ 2,269 総務課

420 財政課

144 財政課

▲ 24 財政課

▲ 1,497 総務課

2,457 総務課

3,380 総務課

625 まちづくり課松浦鉄道対策事業
松浦鉄道利用促進事業費補助金 625 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 625

庁舎等施設整備基金
庁舎等施設整備基金利子積立金 ▲24 （290 → 266）
【財源内訳】 財産収入 ▲24

人件費
〔総務一般管理費〕

一般職給 270 （44,230 → 44,500）、同時間外勤務手当 ▲2,500 （7,000
→ 4,500）、特別職期末手当 79 （5,261 → 5,340）、一般職期末手当 130
（9,970 → 10,100）、同勤勉手当 491 （7,759 → 8,250）、同退職手当組合
負担金 33 （7,077 → 7,110）
【財源内訳】 一般財源 ▲1,497

人件費
〔財政管理費〕

一般職扶養手当 367 （1,278 → 1,645）、同住居手当 324 （324 →
648）、同通勤手当 262 （280 → 542）、同時間外勤務手当 822 （1,178
→ 2,000）、同勤勉手当 207 （5,593 → 5,800）、同児童手当 475 （840 →
1,315）
【財源内訳】 一般財源 2,457

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

総務管理事業

会計年度任用職員共済組合負担金 100 （皆増）、会計年度任用職員社
会保険料 ▲100 （4,732 → 4,632）、消耗品費 300 （1,414 → 1,714）、ア
ウトソーシング委託料〔庁舎・窓口業務等〕 ▲2,569 （18,670 → 16,101）
【財源内訳】 一般財源 ▲2,269

減債基金
減債基金利子 144 （125 → 269）
【財源内訳】 財産収入 144

・町道改良事業〔過疎対策事業〕 12,000 （102,700 →
114,700）

（単位：千円）

・令和４年台風14号に対する見舞金〔町村会〕 30 （皆増）

・町道改良事業〔合併特例債〕 5,300 （39,800 → 45,100）

・土地売払収入 2,269 （3,700 → 5,969）

・ ふ る さ と 応援基金繰入金 62,765 （ 1,080,471 →
1,143,236）

・財政調整基金繰入金 ▲21,865 （189,605 → 167,740）

・後期高齢者医療特別会計繰出金過年度精算金 13,968
（皆増）

・セキュリティクラウド負担金過年度返還金 309 （皆増）

・教育費寄附金〔学校教育課〕 360 （1,000 → 1,360）

・有田焼創業４００年祭基金繰入金 ▲6,528 （21,589 →
15,061）

・有田ロータリークラブ福島奨学金基金利子 2 （3 → 5）

・竹内昌三育英資金基金利子 7 （23 → 30）

・有田町病院事業清算基金利子 ▲40 （479 → 439）

・合併振興基金利子 ▲88 （1,075 → 987）

・森林環境譲与税基金利子 7 （2 → 9）

・有田町ふるさと応援基金利子 235 （1,579 → 1,814）

・財政調整基金利子 420 （2,830 → 3,250）

・減債基金利子 144 （125 → 269）

・教育施設整備基金利子 ▲25 （307 → 282）

・庁舎等施設整備基金利子 ▲24 （290 → 266）

・有田町ふるさと奨学金基金利子 1 （47 → 48）

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後

財政調整基金
財政調整基金利子 420 （2,830 → 3,250）
【財源内訳】 財産収入 420

庁舎管理事業
電気料 2,770 （6,000 → 8,770）、燃料費 285 （285 → 570）、施設修繕費
300 （1,000 → 1,300）、デマンド監視装置賃借料 25 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 3,380



補正額 主管課

7,660 まちづくり課

▲ 88 まちづくり課

601 まちづくり課

2,000 まちづくり課

3,260 まちづくり課

▲ 213 総務課

700 総務課

2,000 総務課

235 総務課

▲ 213 総務課

890 住民環境課

1,330 総務課

17,911 健康福祉課

786 健康福祉課

3,216 健康福祉課

1,700 健康福祉課

36,360 健康福祉課

▲ 566 子育て支援課

▲ 5,551 子育て支援課

1,151 子育て支援課

6,002 子育て支援課

放課後児童クラブ事業

障害福祉サービス事業
介護及び訓練等給付費 36,360 （552,360 → 588,720）
【財源内訳】 国庫支出金 18,180、県支出金 9,090、一般財源 9,090

〈新規〉

有田町保育所等物価高
騰支援事業

給食支援事業補助金 4,781 （皆増）、光熱費支援事業補助金 1,221 （皆
増）
【財源内訳】 国庫支出金 6,002

給食支援負担金 ▲4,551 （皆減）、光熱水費支援負担金 ▲1,000 （皆
減）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲3,731、県支出金 ▲1,820

私立保育園支援事業
給食支援委託費 ▲366 （皆減）、光熱水費支援委託費 ▲200 （皆減）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲420、県支出金 ▲146

施設型給付費等事業

施設修繕費 198 （100 → 298）、便所汲取料 74 （96 → 170）、アウトソー
シング委託料〔放課後児童クラブ〕 879 （38,786 → 39,665）
【財源内訳】 国庫支出金 383、県支出金 383、一般財源 385

更生医療給付事業
更正医療レセプト審査委託料 16 （75 → 91）、更生医療給付費 3,200
（27,500 → 30,700）
【財源内訳】 一般財源 3,216

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

〈新規〉

燃油価格等高騰対策補
助金

燃油価格等高騰対策補助金〔医療〕 3,193 （皆増）、燃油価格等高騰対
策補助金〔障害〕 4,406 （皆増）、燃油価格等高騰対策補助金〔介護〕
10,312 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 17,911

障害者福祉総務事業
生活のしづらさに関する調査員謝金 3 （42 → 45）、消耗品費 ▲9 （148
→ 139）、障害者自立支援システム改修業務委託料 792 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 396、国庫支出金 ▲7、一般財源 397

身体障害者（児）補装具
給付事業

身体障害者補装具給付費 1,200 （4,800 → 6,000）、身体障害児補装具
給付費 500 （1,000 → 1,500）
【財源内訳】 国庫支出金 850、県支出金 425、一般財源 425

内山地区振興事業
安全対策・整地工事費 2,000 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 2,000

人件費
〔企画費〕

一般職給 173 （31,227 → 31,400）、同扶養手当 ▲848 （1,356 → 508）、
同住居手当 484 （皆増）、同通勤手当 ▲90 （670 → 580）、同期末手当
189 （6,611 → 6,800）、同勤勉手当 200 （5,400 → 5,600）、同児童手当
▲425 （990 → 565）、同退職手当組合負担金 23 （4,997 → 5,020）、同
派遣特別手当 81 （121 → 202）
【財源内訳】 一般財源 ▲213

防犯事業
見守りサービス環境構築委託料 2,000 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 2,000

交通安全対策事業
交通安全施設整備工事 700 （1,000 → 1,700）
【財源内訳】 一般財源 700

人件費
〔徴税費〕

一般職給 ▲1,634 （51,634 → 50,000）、同扶養手当 ▲263 （1,380 →
1,117）、同住居手当 324 （304 → 628）、同期末手当 ▲420 （11,420 →
11,000）、同児童手当 120 （420 → 540）、同共済組合追加費用 ▲315
（1,039 → 724）
【財源内訳】 一般財源 ▲213

個人番号カード事業

会計年度任用職員共済組合負担金 54 （皆増）、会計年度任用職員社
会保険料 ▲54 （299 → 245）、消耗品費 350 （100 → 450）、郵便切手
代 540 （506 → 1,046）
【財源内訳】 国庫支出金 890

人件費
〔戸籍住民基本台帳費〕

一般職時間外勤務手当 1,300 （1,500 → 2,800）、同児童手当 30 （皆
増）
【財源内訳】 一般財源 1,330

定住促進事業
定住促進奨励金 6,000 （24,000 → 30,000）、空き家流通促進奨励金
1,500 （4,600 → 6,100）、空き物件改修補助金 160 （2,400 → 2,560）
【財源内訳】 繰入金 7,660

合併振興基金
合併振興基金利子 ▲88 （1,075 → 987）
【財源内訳】 財産収入 ▲88

地域おこし協力隊（サテラ
イトオフィス運営）事業

会計年度任用職員共済組合負担金 82 （皆増）、会計年度任用職員社
会保険料 ▲82 （430 → 348）、備品購入費 601 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 601

（新型コロナ対応）基幹公
共交通持続化支援事業

基幹公共交通持続化支援金 3,260 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 3,260

ふるさと納税推進事業

会計年度任用職員共済組合負担金 60 （皆増）、会計年度任用職員社
会保険料 ▲60 （598 → 538）、有田町ふるさと応援基金利子 235 （1,579
→ 1,814）
【財源内訳】 財産収入 235



補正額 主管課

315 子育て支援課

238 総務課

▲ 40 まちづくり課

18,112 住民環境課

2,145 住民環境課

27,940 住民環境課

1,494 住民環境課

712 住民環境課

500 建設課

500 農林課

3,865 農林課

2,970 農林課

155,000 建設課

8 農林課

▲ 1,369 総務課

▲ 992 商工観光課

2,572 商工観光課

▲ 557 商工観光課

637 農林課

▲ 2,974 総務課
人件費
〔土木管理費〕

一般職給 ▲1,221 （19,021 → 17,800）、同扶養手当 ▲318 （438 →
120）、同住居手当 258 （186 → 444）、同通勤手当 ▲297 （369 → 72）、
同時間外勤務手当 ▲1,000 （2,000 → 1,000）、同管理職手当 425 （556
→ 981）、同期末手当 ▲221 （4,221 → 4,000）、同児童手当 ▲300 （420
→ 120）、同退職手当組合負担金 ▲300 （3,300 → 3,000）
【財源内訳】 一般財源 ▲2,974

有害鳥獣対策事業
有害鳥獣保管用冷凍庫電気料 150 （450 → 600）、有害鳥獣被害防止
対策事業補助金 350 （4,361 → 4,711）
【財源内訳】 一般財源 500

観光振興事業
看板製作費 58 （172 → 230）、施設修繕費 ▲645 （2,375 → 1,730）、有
料道路通行料 10 （12 → 22）、駐車場使用料 20 （5 → 25）
【財源内訳】 県支出金 ▲958、一般財源 401

竜門施設管理事業
施設修繕費 637 （300 → 937）
【財源内訳】 一般財源 637

（新型コロナ対応）肉用牛
肥育農家持続化支援事
業

肉用牛肥育農家配合飼料高騰対策支援事業補助金 570 （8,250 →
8,820）、畜産物生産費高騰影響緩和支援事業補助金 3,295 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 3,865

（新型コロナ対応）養鶏農
家持続化支援事業

養鶏農家雛購入支援事業補助金 2,970 （3,960 → 6,930）
【財源内訳】 国庫支出金 2,970

森林環境譲与税基金
森林環境譲与税基金利子 8 （2 → 10）
【財源内訳】 財産収入 8

団体営農村地域防災減
災事業

調査委託料 155,000 （46,050 → 201,050）
【財源内訳】 国庫支出金 155,000

人件費
〔商工費〕

一般職給 ▲1,933 （24,533 → 22,600）、同扶養手当 180 （576 → 756）、
同住居手当 ▲49 （1,131 → 1,082）、同通勤手当 251 （328 → 579）、同
時間外勤務手当 539 （1,561 → 2,100）、同期末手当 ▲207 （5,207 →
5,000）、同勤勉手当 76 （4,074 → 4,150）、同退職手当組合負担金 ▲
226 （3,926 → 3,700）
【財源内訳】 一般財源 ▲1,369

地域おこし協力隊（窯業
の担い手育成）事業

会計年度任用職員共済組合負担金 86 （皆増）、会計年度任用職員社
会保険料 ▲86 （443 → 357）、普通旅費 8 （6 → 14）、地域おこし協力
隊起業支援補助金 ▲1,000 （皆減）
【財源内訳】 一般財源 ▲992

未来へつなぐ有田焼支援
事業

特別旅費 572 （300 → 872）、未来へつなぐ有田焼支援事業委託料
2,000 （4,580 → 6,580）
【財源内訳】 繰入金 2,572

病院事業清算費
有田町病院事業清算基金利子 ▲40 （479 → 439）
【財源内訳】財産収入 ▲40

佐賀県西部広域環境組
合事業

佐賀県西部広域環境組合負担金 18,112 （159,776 → 177,888）
【財源内訳】 一般財源 18,112

人件費
〔保育園費〕

一般職給 100 （62,300 → 62,400）、同時間外手当 ▲402 （3,402 →
3,000）、同期末手当 170 （13,050 → 13,220）、同勤勉手当 800 （10,200
→ 11,000）、同共済組合追加費用 ▲430 （1,300 → 870）
【財源内訳】 一般財源 238

クリーンパーク等修繕
事業

施設等修繕費 712 （23,200 → 23,912）
【財源内訳】 一般財源 712

農業総務管理事業
農道台帳整備委託料 500 （4,800 → 5,300）
【財源内訳】 一般財源 500

リサイクルプラザ修繕
事業

リサイクルプラザ屋根貼り工事費 27,940 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 27,940

リサイクルプラザ運営
事業

水道料 281 （564 → 845）、電気料 1,253 （6,120 → 7,373）、燃料費 113
（700 → 813）、機械器具修繕費 300 （550 → 850）、消火器購入費 198
（皆増）
【財源内訳】 一般財源 2,145

クリーンパーク運営事業
電気料 1,773 （4,080 → 5,853）、インターネット接続通信費 3 （72 →
75）、ダイオキシン検査委託料 ▲282 （1,162 → 880）
【財源内訳】 一般財源 1,494

くわこば保育園事業

会計年度任用職員共済組合負担金 948 （皆増）、会計年度任用職員社
会保険料 ▲948 （4,595 → 3,647）、施設修繕費 136 （200 → 336）、くわ
こば保育園駐車場区画線設置工事 179 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 130、一般財源 185

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後



補正額 主管課

3,460 建設課

12,000 建設課

3,900 建設課

2,500 建設課

12,000 建設課

1,100 消防団管理室

7 学校教育課

2 学校教育課

1 学校教育課

▲ 25 学校教育課

▲ 7,716 学校教育課

541 総務課

568 有田小学校

1,710 有田中部小学校

1,013 曲川小学校

1,150 大山小学校

532 有田小学校

971 曲川小学校

300 大山小学校

68 大山小学校

1,157 有田中部小学校

1,786 有田中学校

2,586 西有田中学校

▲ 4,160 西有田中学校

667 生涯学習課

2,027 生涯学習課

西有田中学校
屋内運動場改修事業

屋内運動場電気及び設備改修工事 ▲4,160 （20,000 → 15,840）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲4,160

社会教育総務事業

生涯学習センター管理・
運営事業

会計年度任用職員報酬 566 （1,459 → 2,025）、会計年度任用職員共済
組合負担金 145 （皆増）、会計年度任用職員社会保険料 ▲44 （543 →
499）
【財源内訳】 一般財源 667

電気料 536 （3,600 → 4,136）、施設修繕費 1,491 （500 → 1,991）
【財源内訳】 繰入金 1,490、一般財源 537

有田中学校
総務管理事業

電気料 1,750 （2,993 → 4,743）、湯沸かし器購入費 36 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 1,786

西有田中学校
総務管理事業

水道料 100 （1,224 → 1,324）、電気料 2,200 （2,904 → 5,104）、消火器
購入費 36 （72 → 108）、新設特別支援教室用備品購入費 250 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 250、一般財源 2,336

大山小学校
教育振興事業

教材備品購入費 68 （200 → 268）
【財源内訳】 寄附金 60、一般財源 8

有田中部小学校
給食事業

燃料費 607 （1,722 → 2,329）、冷凍庫購入費 550 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 550、一般財源 607

小中学校新型コロナ対応
緊急対策事業

修学旅行キャンセル料補助金 ▲7,716 （皆減）
【財源内訳】 国庫支出金 7,716

大山小学校
施設管理事業

遊具（シーソー）設置工事 300 （皆増）
【財源内訳】 寄附金 300

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)

町道修繕工事 12,000 （56,036 → 68,036）
【財源内訳】 国庫支出金 6,360、地方債 5,300、一般財源 340

道路橋梁新設改良事業
調査委託料 1,300 （3,700 → 5,000）、町単独分道路用地購入費 2,600
（3,750 → 6,350）
【財源内訳】 一般財源 3,900

消防水利整備事業
消火栓工事負担金 1,100 （2,700 → 3,800）
【財源内訳】 一般財源 1,100

有田ロータリークラブ福島
奨学金基金

有田ロータリークラブ福島奨学金利子 2 （3 → 5）
【財源内訳】 財産収入 2

有田町ふるさと奨学金基
金

有田町ふるさと奨学金基金利子 1 （47 → 48）
【財源内訳】 財産収入 1

教育施設整備基金
教育施設整備基金利子 ▲25 （307 → 282）
【財源内訳】 財産収入 ▲25

人件費
〔教育総務費〕

一般職扶養手当 222 （1,776 → 1,998）、同通勤手当 53 （184 → 237）、
特別職期末手当 30 （1,955 → 1,985）、一般職勤勉手当 236 （4,222 →
4,458）
【財源内訳】 一般財源 541

有田小学校
総務管理事業

有田中部小学校
総務管理事業

曲川小学校
総務管理事業

大山小学校
総務管理事業

有田小学校
施設管理事業

曲川小学校
施設管理事業

電気料 550 （1,909 → 2,459）、燃料費 12 （120 → 132）、電話料 2 （144
→ 146）、クリーニング代 4 （22 → 26）
【財源内訳】 一般財源 568

電気料 1,600 （4,467 → 6,067）、電話料 110 （264 → 374）
【財源内訳】 一般財源 1710

電気料 1,013 （3,575 → 4,588）
【財源内訳】 一般財源 1,013

電気料 1,150 （3,180 → 4,330）
【財源内訳】 一般財源 1,150

施設修繕費 532 （150 → 682）
【財源内訳】 繰入金 530、一般財源 2

施設修繕費 151 （360 → 511）、プール循環ろ過装置修繕工事 210 （皆
増）、視聴覚室エアコン設置工事 610 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 970、一般財源 1

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

河川総務管理事業
町単河川修繕工事 2,500 （7,750 → 10,250）
【財源内訳】 一般財源 2,500

街路調査事業
電柱地中化街路調査負担金 12,000 （21,750 → 33,750）
【財源内訳】 地方債 12,000

竹内昌三育英資金基金
竹内昌三育英資金基金利子 7 （23 → 30）
【財源内訳】 財産収入 7

道路橋梁維持事業
町道修繕工事 3,000 （32,000 → 35,000）、町道補修原材料費 460 （342
→ 802）
【財源内訳】 一般財源 3,460



補正額 主管課

1,146 総務課

3,540 生涯学習課

634 文化財課

527 総務課

510 生涯学習課

500 生涯学習課

● 繰越明許 （単位：千円）

繰越額

10,688

201,050

2,686

34,976

72,668
社会資本整備総合交付金事業
（南原原宿線道路改良事業）

事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 国庫支出金 38,398、町債 34,259、一般財源 11

小路庵事業
事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 一般財源 2,686

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）

事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 国庫支出金 18,458、町債 15,600、一般財源 918

事業名 繰越理由等

地域農業水利施設ストックマネジメント
事業

人件費
〔社会教育総務費〕

一般職扶養手当 312 （318 → 630）、同通勤手当 146 （99 → 245）、同
期末手当 158 （3,442 → 3,600）、同勤勉手当 250 （2,700 → 2,950）、同
児童手当 280 （420 → 700）
【財源内訳】 一般財源 1,146

歴史と文化の森公園管理
事業

指定管理料 3,540 （38,110 → 41,650）
【財源内訳】 一般財源 3,540

有田町歴史民俗資料館
事業

会計年度任用職員共済組合負担金 119 （皆増）、会計年度任用職員社
会保険料 ▲119 （598 → 479）、電気料 312 （900 → 1,212）、施設修繕
費 322 （1,287 → 1,609）
【財源内訳】 一般財源 634

事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 県支出金7,413、地方債 2,800、一般財源 475

団体営農村地域防災減災事業
事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 県支出金 201,000、一般財源 50

赤坂球場施設管理事業
電気料 500 （1,400 → 1,900）
【財源内訳】 一般財源 500

人件費
〔文化財保護費〕

一般職住居手当 282 （皆増）、同通勤手当 50 （454 → 504）、同勤勉手
当 195 （3,055 → 3,250）
【財源内訳】 一般財源 527

体育施設総務管理事業

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

施設修繕費 510 （1,000 → 1,510）
【財源内訳】 繰入金 510


