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２　歳　　　入
２款  地方譲与税   ３項  森林環境譲与税

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 森林環境譲与税 10,224 2 10,226 1. 森林環境譲与税 2 森林環境譲与税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

計 10,224 2 10,226

６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 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 地方消費税交付 650,000 △28,038 621,962 1. 地方消費税交付 △28,038 地方消費税交付金　　　　　　　　　　　　　　　　△28,038

金 金

計 650,000 △28,038 621,962

12款  分担金及び負担金   １項  分担金

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 農林水産業費分 7,300 △3,200 4,100 2. 林道費分担金 △800 県営林道整備事業費分担金　　　　　　　　　　　　　 △800

担金 3. ため池等整備事 △2,400 県営ため池等整備事業地元分担金　　　　　　　　　 △2,400

業費分担金

2. 土木費分担金 2,880 △1,600 1,280 1. がけ崩れ防災対 △1,600 がけ崩れ防災対策事業費地元分担金　　　　　　　　 △1,600

策費分担金

計 10,929 △4,800 6,129

12款  分担金及び負担金   ２項  負担金

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 民生費負担金 38,510 △974 37,536 2. 老人福祉費負担 △284 養護老人ホーム保護者等負担金　　　　　　　　　　　 △200

金 緊急通報装置利用者負担金　　　　　　　　　　　　　　△84

3. 老人福祉施設費 △690 高齢者共同住居入所負担金　　　　　　　　　　　　　 △690

負担金

計 40,023 △974 39,049
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14款  国庫支出金   １項  国庫負担金

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 民生費国庫負担 1,629,818 203 1,630,021 1. 特別障害者等手 80 特別障害者等手当給付費負担金（過年度分）　　　　　　　80

金 当費国庫負担金

2. 児童福祉総務費 △1,667 児童扶養手当給付費負担金　　　　　　　　　　　　 △1,667

国庫負担金

3. 児童措置費国庫 △4,163 被用者児童手当負担金（０歳～３歳未満）　　　　　　 △859

負担金 被用者児童手当負担金（３歳～中学修了前）　　　　 △2,548

非被用者児童手当負担金（０歳～中学修了前）　　　　 △700

特例給付負担金（０歳～中学修了前）　　　　　　　　　△56

4. 児童運営費国庫 2,605 子どものための教育・保育給付費国庫負担金　　　　　 2,605

負担金

5. 扶助費国庫負担 3,348 生活保護費負担金（過年度分）　　　　　　　　　　　 3,348

金

計 1,631,819 203 1,632,022

14款  国庫支出金   ２項  国庫補助金

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 総務費国庫補助 11,501 5,188 16,689 1. 戸籍住民基本台 5,188 個人番号カード交付事業費補助金　　　　　　　　　　 5,188

金 帳費国庫補助金

2. 民生費国庫補助 85,827 △2,889 82,938 5. 児童福祉総務費 △2,889 地域子ども・子育て支援事業費補助金　　　　　　　 △2,592

金 国庫補助金 母子家庭等対策総合支援事業費補助金　　　　　　　　 △297

3. 衛生費国庫補助 8,811 △2,246 6,565 1. 環境衛生費国庫 △1,836 循環型社会形成推進交付金　　　　　　　　　　　　 △1,836

金 補助金

3. 予防費国庫補助 △410 風しん抗体検査事業費補助金　　　　　　　　　　　　 △410

金

4. 土木費国庫補助 303,288 △6,893 296,395 1. 住宅管理費国庫 △1,893 社会資本整備総合交付金　　　　　　　　　　　　　 △1,893

金 補助金

3. 都市再生整備計 △5,000 社会資本整備総合交付金　　　　　　　　　　　　　 △5,000

画費国庫補助金

計 722,694 △6,840 715,854
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15款  県支出金   １項  県負担金

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 民生費県負担金 682,861 7,823 690,684 2. 児童措置費県負 △919 被用者児童手当負担金（０歳～３歳未満）　　　　　　　△93

担金 被用者児童手当負担金（３歳～中学修了前）　　　　　 △637

非被用者児童手当負担金（０歳～中学修了前）　　　　 △175

特例給付負担金（０歳～中学修了前）　　　　　　　　　△14

3. 児童運営費県負 1,042 子どものための教育・保育給付費県費負担金　　　　　 1,042

担金

5. 自立支援給付費 6,775 介護給付費等負担金　　　　　　　　　　　　　　　　 6,775

県負担金

7. 障害児通所給付 925 障害児通所給付費負担金　　　　　　　　　　　　　　　 925

費県負担金

計 687,799 7,823 695,622

15款  県支出金   ２項  県補助金

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 総務費県補助金 21,864 500 22,364 1. 企画費県補助金 500 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金　　　　　　　　 500

2. 民生費県補助金 344,808 △2,332 342,476 6. 児童福祉総務費 △2,592 地域子ども・子育て支援事業費補助金　　　　　　　 △2,592

県補助金

7. 児童運営費県補 260 子どものための教育・保育給付費補助金　　　　　　　　 260

助金

3. 衛生費県補助金 4,162 △1,005 3,157 1. 環境衛生費県補 △1,005 浄化槽設置整備事業費補助金　　　　　　　　　　　 △1,005

助金

4. 農林水産業費県 222,154 22,550 244,704 1. 農業振興費県補 △9,930 新規就農総合支援事業費補助金　　　　　　　　　　 △7,125

補助金 助金 鳥獣害防止施設整備事業費補助金　　　　　　　　　　 △737

次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金　　　 △363

えひめ次世代ファーマーサポート事業費補助金　　　 △1,705

2. 林業振興費県補 29,150 合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策交付金事業

助金 費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000

森林・山村多面的機能発揮対策交付金　　　　　　　　 △200

松林等森林資源保護対策事業費補助金　　　　　　　　 △650
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15款  県支出金   ２項  県補助金

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

7. 農村環境保全向 △2,250 資源向上活動（長寿命化）支援交付金　　　　　　　 △2,250

上活動支援事業

費交付金

 11.農地費県補助金 5,580 農村地域防災減災事業費補助金　　　　　　　　　　　 5,580

5. 土木費県補助金 66,666 △9,247 57,419 2. 住宅管理費県補 △747 愛媛県木造住宅耐震化促進事業費補助金　　　　　　　 △747

助金

3. 道路新設改良費 △2,500 車両基地・貨物駅等周辺整備対策費補助金　　　　　 △2,500

県補助金

4. がけ崩れ防災対 △6,000 がけ崩れ防災対策事業費補助金　　　　　　　　　　 △6,000

策費県補助金

計 680,802 10,466 691,268

15款  県支出金   ３項  委託金

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

3. 土木費委託金 5,889 △616 5,273 3. 都市計画総務費 △616 都市計画基礎調査委託金　　　　　　　　　　　　　　 △616

委託金

計 97,548 △616 96,932

16款  財産収入   １項  財産運用収入

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

2. 利子及び配当金 106 599 705 1. 基金預金利子 599 土地開発基金利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　 △1

財政調整基金利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　 391

減債基金利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48

ふるさと・水と土保全対策基金利子　　　　　　　　　　　 6

まちづくり基金利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

農林業振興基金利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

義務教育施設整備基金利子　　　　　　　　　　　　　　　22

建設計画推進基金利子　　　　　　　　　　　　　　　　　13

廃棄物処理施設整備基金利子　　　　　　　　　　　　　　28
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16款  財産収入   １項  財産運用収入

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

地域公共交通システム運営基金利子　　　　　　　　　　　87

森林環境譲与税基金利子　　　　　　　　　　　　　　　　 1

3. 基金運用収入 3,071 △650 2,421 1. 土地開発基金運 △650 土地開発基金運用収入　　　　　　　　　　　　　　　 △650

用収入

計 14,489 △51 14,438

16款  財産収入   ２項  財産売払収入

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 不動産売払収入 86,885 △86,883 2 1. 土地売払代金 △86,883 土地売払代金　　　　　　　　　　　　　　　　　　△86,883

計 86,886 △86,883 3

17款  寄附金   １項  寄附金

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

3. 商工費寄附金 0 10,000 10,000 1. 商工費寄附金 10,000 商工費寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000

計 52,750 10,000 62,750

20款  諸収入   ５項  雑入

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 雑入 331,690 26,836 358,526 2. 民生費雑入 29,891 後期高齢者医療療養給付費市町負担金返還金　　　　　29,891

4. 農林水産業費雑 △3,504 中山間地域等直接支払交付金返還金　　　　　　　　　　　 6

入 放置船等処分実費弁償費　　　　　　　　　　　　　 △3,510

8. 教育費雑入 449 災害共済給付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 578

文化交流センターコピー機使用料　　　　　　　　　　 △129

計 331,690 26,836 358,526
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21款  市債   １項  市債

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　 分 金　 額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

3. 民生債 396,100 △4,500 391,600 1. 子ども医療費助 10,000 子ども医療費助成事業 （過疎債）　　　　　　　　　10,000

成事業債

4. 障害者福祉施設 △10,800 障害者福祉施設整備事業債（過疎債）　　　　　　　△10,800

整備事業債

5. 老人福祉施設除 △3,700 老人福祉施設除却事業債（過疎債）　　　　　　　　 △3,700

却事業債

4. 農林水産業債 36,900 △1,900 35,000 1. 農業施設除却事 △1,900 農業施設除却事業債（過疎債）　　　　　　　　　　 △1,900

業債

5. 商工債 41,600 △3,600 38,000 1. 商工観光施設整 △3,600 商工観光施設整備事業債（過疎債）　　　　　　　　 △3,600

備事業債

6. 土木債 261,900 △3,900 258,000 2. 都市再生整備計 △5,000 都市再生整備計画事業債（過疎債）　　　　　　　　 △5,000

画事業債

4. 公園整備事業債 1,100 公園整備事業債（過疎債）　　　　　　　　　　　　　 1,100

計 1,591,700 △13,900 1,577,800
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３　歳　　　出
２款  総務費  １項  総務管理費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

7. 企画費 41,440 △5,931 35,509 500 13 △6,444 1. 報酬 △2,490 非常勤職員報酬　　　　　　　　　　 △2,490

　地域おこし協力隊隊員

8. 報償費 △270 報償費　　　　　　　　　　　　　　　 △270

　講師謝礼

9. 旅費 △832 普通旅費　　　　　　　　　　　　　　 △164

費用弁償　　　　　　　　　　　　　　 △668

11.需用費 △746  1消耗品費　　　　　　　　　　　　　 △473

 2燃料費　　　　　　　　　　　　　　 △173

 4印刷製本費　　　　　　　　　　　　 △100

12.役務費 △825  1通信運搬費　　　　　　　　　　　　 △115

 3広告料　　　　　　　　　　　　　　 △500

 4手数料　　　　　　　　　　　　　　 △150

 7自動車損害保険料　　　　　　　　　　△60

14.使用料及び △586 使用料及び賃借料　　　　　　　　　　 △586

賃借料 　地域おこし協力隊員用軽自動車リース料等

19.負担金、補助 △195 負担金　　　　　　　　　　　　　　　 △195

及び交付金 　地域おこし協力隊研修会負担金等

25.積立金 13 積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　13

　建設計画推進基金積立金

8. 地域事務所 78,217 △1,000 77,217 △1,000 13.委託料 △1,000 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △1,000

費 　庁舎管理委託料

12.情報化推進 52,733 △7,300 45,433 △7,300 14.使用料及び △7,300 使用料及び賃借料　　　　　　　　　 △7,300

費 賃借料 　財務会計等内部情報システム機器リース料

14.地域振興費 110,982 87 111,069 87 25.積立金 87 積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　87

　地域公共交通システム運営基金積立金

16.財政調整基 0 110,391 110,391 391 110,000 25.積立金 110,391 積立金　　　　　　　　　　　　　　 110,391

金費 　財政調整基金積立金

17.減債基金費 0 48 48 48 25.積立金 48 積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　48

　減債基金積立金
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２款  総務費  １項  総務管理費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

計 1,447,532 96,295 1,543,827 500 539 95,256

２款  総務費  ３項  戸籍住民基本台帳費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 戸籍住民基 94,027 5,188 99,215 5,188 19.負担金、補助 5,188 交付金　　　　　　　　　　　　　　　 5,188

本台帳費 及び交付金 　個人番号カード関連事務等の委任に係る交付

　金

計 94,027 5,188 99,215 5,188

３款  民生費  １項  社会福祉費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 社会福祉総 193,899 750 194,649 750 23.償還金、利子 750 償還金　　　　　　　　　　　　　　　　 750

務費 及び割引料 　包括的支援体制構築事業国庫補助金返還金　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 482

　住宅確保給付金国庫負担金返還金　　　 257

　生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金

　返還金　　　　　　　　　　　　　　　　11

2. 特別障害者 22,102 0 22,102 80 △80

等手当費

8. 国民健康保 367,871 56 367,927 56 28.繰出金 56 繰出金　　　　　　　　　　　　　　　　　56

険費 　国民健康保険特別会計事業勘定繰出金

9. 老人福祉費 131,104 △11,000 120,104 △284 △10,716 13.委託料 △1,000 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △1,000

　緊急通報事業委託料

20.扶助費 △10,000 その他扶助費　　　　　　　　　　　△10,000

　養護老人ホーム入所措置費
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３款  民生費  １項  社会福祉費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

10.老人福祉施 93,599 △4,000 89,599 △3,700 △690 390 13.委託料 △4,000 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △4,000

設費 　佐礼谷ふれあいプラザ解体関係委託料　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 △3,000

　高齢者共同住居指定管理料　　　　 △1,000

11.介護保険対 669,443 △1,364 668,079 △1,364 28.繰出金 △1,364 繰出金　　　　　　　　　　　　　　 △1,364

策費 　介護保険特別会計繰出金

12.障害者福祉 37,044 △10,797 26,247 △10,800 3 19.負担金、補助 △10,797

費 及び交付金

補助金 　　　　　　　　　　　　　△10,797

　障害児（者）施設等施設整備事業費補助金

13.自立支援給 847,137 27,100 874,237 6,775 20,325 20.扶助費 27,100 その他扶助費　　　　　　　　　　　　27,100

付費 　介護給付費・訓練等給付費

15.後期高齢者 670,420 △2,583 667,837 △2,583 28.繰出金 △2,583 繰出金　　　　　　　　　　　　　　 △2,583

医療費 　後期高齢者医療特別会計繰出金

16.障害児通所 127,433 3,700 131,133 925 2,775 20.扶助費 3,700 その他扶助費　　　　　　　　　　　　 3,700

給付費 　障害児通所給付費等

計 3,616,620 1,862 3,618,482 7,780 △14,500 △974 9,556

３款  民生費  ２項  児童福祉費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 児童福祉総 411,542 △13,197 398,345 △7,148 △6,049 19.負担金、補助 △8,197 補助金　　　　　　　　　　　　　　 △8,197

務費 及び交付金 　放課後児童交流支援事業助成金　　　 △122

　児童クラブ障がい児受入補助金　　 △7,778

　未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特

　別給付金　　　　　　　　　　　　　 △297

20.扶助費 △5,000 その他扶助費　　　　　　　　　　　 △5,000

　児童扶養手当給付費

2. 児童措置費 552,290 △6,000 546,290 △5,082 △918 20.扶助費 △6,000 その他扶助費　　　　　　　　　　　 △6,000

　児童手当給付金

3. 保育所費 577,226 △1,500 575,726 △1,500 11.需用費 △1,500  7賄材料費　　　　　　　　　　　　 △1,500
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３款  民生費  ２項  児童福祉費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

4. 児童運営費 790,352 5,211 795,563 3,907 1,304 13.委託料 1,254 委託料　　　　　　　　　　　　　　　 1,254

　私立保育所運営費委託料

19.負担金、補助 3,957 負担金　　　　　　　　　　　　　　　 3,957

及び交付金 　施設型給付・地域型保育給付運営費負担金

7. 子ども医療 143,363 0 143,363 10,000 △10,000

費

計 2,547,629 △15,486 2,532,143 △8,323 10,000 △17,163

３款  民生費  ３項  生活保護費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 生活保護総 35,767 133 35,900 133 23.償還金、利子 133 償還金　　　　　　　　　　　　　　　　 133

務費 及び割引料 　生活保護適正実施事業費国庫補助金返還金　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 125

　被保護者就労支援事業費国庫負担金返還金 8

2. 扶助費 525,320 16,275 541,595 3,348 12,927 23.償還金、利子 16,275 償還金　　　　　　　　　　　　　　　16,275

及び割引料 　生活保護費国庫負担金返還金

計 561,087 16,408 577,495 3,348 13,060

４款  衛生費  １項  保健衛生費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 保健衛生総 133,534 668 134,202 668 19.負担金、補助 668 負担金　　　　　　　　　　　　　　　　 668

務費 及び交付金 　松山地区小児救急医療支援事業負担金　 △2

　松山市急患医療センター運営事業費負担金　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 670

2. 保健推進費 70,799 △2,298 68,501 △2,298 8. 報償費 △800 報償費　　　　　　　　　　　　　　　 △800

　健康ポイント達成者報償費
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４款  衛生費  １項  保健衛生費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

13.委託料 △1,498 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △1,498

　妊婦健康診査業務委託料

3. 予防費 99,147 △2,048 97,099 △410 △1,638 13.委託料 △2,048 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △2,048

　乳幼児等個別予防接種委託料 

5. 環境衛生費 59,795 △1,000 58,795 △1,000 12.役務費 △200  4手数料　　　　　　　　　　　　　　 △200

13.委託料 △800 委託料　　　　　　　　　　　　　　　 △800

　クリーン伊予運動不燃物処分業務委託料等　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 △500

　一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理編）改定

　業務委託料　　　　　　　　　　　　 △300

7. 火葬場費 19,407 △984 18,423 △984 19.負担金、補助 △984 負担金　　　　　　　　　　　　　　　 △984

及び交付金 　伊予消防等事務組合負担金

9. 浄化槽設置 41,214 △5,510 35,704 △2,841 △2,669 19.負担金、補助 △5,510 補助金　　　　　　　　　　　　　　 △5,510

整備事業費 及び交付金 　浄化槽設置整備事業補助金

計 454,473 △11,172 443,301 △3,251 △7,921

４款  衛生費  ２項  清掃費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 清掃総務費 364,730 △11,972 352,758 28 △12,000 11.需用費 △2,000  1消耗品費　　　　　　　　　　　　 △2,000

13.委託料 △10,000 委託料　　　　　　　　　　　　　　△10,000

　ごみ収集運搬処理業務委託料等

25.積立金 28 積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　28

　廃棄物処理施設整備基金積立金

2. ごみ処理施 185,762 △33,263 152,499 △33,263 19.負担金、補助 △33,263 負担金　　　　　　　　　　　　　　△33,263

設費 及び交付金 　伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金

3. し尿処理施 99,795 △7,000 92,795 △7,000 19.負担金、補助 △7,000 負担金　　　　　　　　　　　　　　 △7,000

設費 及び交付金 　伊予市松前町共立衛生組合負担金

計 650,287 △52,235 598,052 28 △52,263
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４款  衛生費   ３項  上水道費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

2. 飲用井戸整 2,500 △1,000 1,500 △1,000 19.負担金、補助 △1,000 補助金　　　　　　　　　　　　　　 △1,000

備事業費 及び交付金 　飲用井戸整備事業補助金

計 101,717 △1,000 100,717 △1,000

６款  農林水産業費   １項  農業費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

3. 農業振興費 76,621 △10,446 66,175 △9,930 △516 19.負担金、補助 △10,446 補助金　　　　　　　　　　　　　　△10,446

及び交付金 　農業次世代人材投資事業費補助金　 △7,125

　次世代ファーマーサポート事業費補助金　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 △1,705

　次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補

　助金　　　　　　　　　　　　　　　 △544

　鳥獣害防止施設整備事業費補助金　 △1,072

5. 中山間地域 89,062 5 89,067 5  23.償還金、利子 5 償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　 5

等直接支払 及び割引料 　中山間地域等直接支払交付金返還金

事業費

6. 農業施設管 23,062 △1,900 21,162 △1,900  15.工事請負費 △1,900 工事請負費　　　　　　　　　　　　 △1,900

理運営費 　旧なかやま淡水魚養殖施設解体工事

8. 農地費 31,423 5,586 37,009 5,580 6  13.委託料 5,580 委託料　　　　　　　　　　　　　　　 5,580

　ため池浸水想定区域図作成業務委託料

 25.積立金 6 積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　 6

　ふるさと・水と土保全対策基金積立金

12.農村環境保 65,351 △3,000 62,351 △2,250 △750 19.負担金、補助 △3,000 交付金　　　　　　　　　　　　　　 △3,000

全向上活動 及び交付金 　資源向上活動（長寿命化）支援交付金

支援事業費

14.ため池等整 27,682 △11,657 16,025 △2,400 △9,257 19.負担金、補助 △11,657 負担金　　　　　　　　　　　　　　△11,657

備事業費 及び交付金 　県営ため池等整備事業負担金

計 545,754 △21,412 524,342 △6,600 △1,900 △2,389 △10,523
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６款  農林水産業費   ２項  林業費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 林業総務費 12,775 2 12,777 2  25.積立金 2 積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　農林業振興基金積立金

2. 林業振興費 59,506 28,303 87,809 29,150 1 △848 13.委託料 △1,300 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △1,300

　松くい虫枯損木伐倒駆除業務委託料

 19.負担金、補助 29,600 補助金　　　　　　　　　　　　　　　30,000

及び交付金 　合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促

　進対策交付金事業費補助金

交付金　　　　　　　　　　　　　　　 △400

　森林・山村多面的機能発揮対策交付金

 25.積立金 3 積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　森林環境譲与税基金積立金

3. 林道費 17,017 △8,000 9,017 △800 △7,200 19.負担金、補助 △8,000 負担金　　　　　　　　　　　　　　 △8,000

及び交付金 　県営林道万年鵜崎線開設事業負担金

計 90,457 20,305 110,762 29,150 △797 △8,048

６款  農林水産業費   ３項  水産業費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

3. 漁港管理費 75,659 △6,400 69,259 △3,510 △2,890 13.委託料 △6,400 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △6,400

　森漁港放置船等処分委託料

計 94,395 △6,400 87,995 △3,510 △2,890

７款  商工費   １項  商工費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

3. 商工開発費 80,047 △79,426 621 △79,604 178 11.需用費 △38  1消耗品費　　　　　　　　　　　　　　△30

 2燃料費　　　　　　　　　　　　　　　 △8

 12.役務費 △718  1通信運搬費　　　　　　　　　　　　　 △5
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７款  商工費   １項  商工費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 4手数料　　　　　　　　　　　　　　 △713

 15.工事請負費 △3,970 工事請負費　　　　　　　　　　　　 △3,970

　下三谷工業団地造成工事

 17.公有財産 △74,700 土地取得費　　　　　　　　　　　　△74,700

購入費 　下三谷工業団地地区用地取得費

5. 商工観光施 104,112 △3,600 100,512 △3,600  15.工事請負費 △3,600 工事請負費　　　　　　　　　　　　 △3,600

設管理運営 　なぎさの産業交流センター等空気調和設備改

費 　修工事

6. まちづくり 8,549 10,002 18,551 10,002  25.積立金 10,002 積立金　　　　　　　　　　　　　　　10,002

推進費 　まちづくり基金積立金

計 645,866 △73,024 572,842 △3,600 △69,602 178

８款  土木費   １項  土木管理費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

2. 急傾斜地崩 1,800 △1,170 630 △1,170 19.負担金、補助 △1,170 負担金　　　　　　　　　　　　　　 △1,170

壊対策費 及び交付金 　中山Ａ地区急傾斜地崩壊対策事業負担金

3. がけ崩れ防 18,064 △10,000 8,064 △6,000 △1,600 △2,400 15.工事請負費 △10,000 工事請負費　　　　　　　　　　　　△10,000

災対策費 　重藤地区がけ崩れ防災対策工事

計 80,644 △11,170 69,474 △6,000 △1,600 △3,570

８款  土木費   ２項  道路橋梁費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

5. 道路新設改 231,805 430 232,235 △2,500 2,930 19.負担金、補助 430 負担金　　　　　　　　　　　　　　　　 430

良費 及び交付金 　愛媛県土木建設事業負担金　　　　　 5,430

　ＪＲ南伊予駅整備事業負担金　　　 △5,000

計 830,360 430 830,790 △2,500 2,930
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８款  土木費   ５項  都市計画費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 都市計画総 65,444 △1,000 64,444 △616 △384 13.委託料 △1,000 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △1,000

務費 　都市計画基礎調査業務委託料

2. 公園費 120,746 △1,000 119,746 △  13.委託料 △1,000 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △1,000

　五色姫海浜公園夜間警備業務委託料等

4. 都市再生整 79,442 △11,000 68,442 △5,000 △5,000 △1,000 13.委託料 △1,000 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △1,000

備計画費 　都市再生整備計画策定支援業務委託料等

15.工事請負費 △10,000 工事請負費　　　　　　　　　　　　△10,000

　市道灘町小学校線舗装整備工事

計 295,786 △13,000 282,786 △5,616 △ , 00 △ , 84

８款  土木費   ７項  住宅費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 住宅管理費 101,963 △9,271 92,692 △2,640 △6,631 13.委託料 △250 委託料　　　　　　　　　　　　　　　 △250

　民間木造住宅耐震診断委託料

19.負担金、補助 △9,021 補助金　　　　　　　　　　　　　　 △9,021

及び交付金 　木造住宅耐震改修事業補助金等　　 △3,420

　木造住宅耐震診断業務補助金　　　　 △120

　民間建築物アスベスト含有調査業務補助金　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 △1,000

　ブロック塀等撤去・改修補助金　　 △4,481

計 101,989 △9,271 92,718 △2,640 △6,631

10款  教育費   １項  教育総務費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

3. 諸費 35,981 22 36,003 22 25.積立金 22 積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　22

　義務教育施設整備基金積立金
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10款  教育費   １項  教育総務費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

計 197,209 22 197,231 22

10款  教育費   ２項  小学校費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

2. 教育振興費 100,461 917 101,378 917 20.扶助費 917 その他扶助費　　　　　　　　　　　　　 917

　学用品扶助費等

計 301,592 917 302,509 917

10款  教育費   ５項  社会教育費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

3. 図書館費 71,387 △4,183 67,204 △4,183 13.委託料 △4,183 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △4,183

　図書館システム更新業務委託料　　 △3,660

　図書館書籍移動・配架及び搬出業務委託料　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△78

　図書館システム保守業務委託料　　　 △445

7. 文化交流セ 43,108 △1,724 41,384 △129 △1,595 13.委託料 △1,375 委託料　　　　　　　　　　　　　　 △1,375

ンター費 　舞台技術関係支援委託料　　　　　　 △549

　清掃管理業務委託料等　　　　　　　 △826

14.使用料及び △349 使用料及び賃借料　　　　　　　　　　 △349

賃借料 　複写機等使用料

計 1,061,983 △5,907 1,056,076 △129 △5,778
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10款  教育費   ６項  保健体育費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 保健体育総 43,518 578 44,096 578 19.負担金、補助 578 負担金　　　　　　　　　　　　　　　　 578

務費 及び交付金 　災害共済給付金

計 269,398 578 269,976 578

12款  公債費   １項  公債費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 元金 1,551,021 △700 1,550,321 △700 23.償還金、利子 △700 償還金　　　　　　　　　　　　　　　 △700

及び割引料 　地方債元金償還金

2. 利子 163,140 △8,000 155,140 △8,000 23.償還金、利子 △8,000 利子及び割引料　　　　　　　　　　 △8,000

及び割引料 　地方債利子償還金

計 1,714,161 △8,700 1,705,461 △8,700
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