
令 和 ３ 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 3 号 ） 

 

 

 令和３年度屋久島町の一般会計補正予算（第 13 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から歳入歳出それぞれ 10,890 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

12,698,489 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。 

 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」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。 

 

  



第１表　歳入歳出予算補正

項

歳  入

款 補正額 計

（単位：千円）

補正前の額

 2  地方譲与税 95,432 883 96,315 

 1  地方揮発油譲与税 19,872 △608 19,264 

 2  自動車重量譲与税 54,360 721 55,081 

 3  航空機燃料譲与税 1,538 761 2,299 

 5  森林環境譲与税 19,662 9 19,671 

 3  利子割交付金 1,073 △442 631 

 1  利子割交付金 1,073 △442 631 

 4  配当割交付金 1,640 987 2,627 

 1  配当割交付金 1,640 987 2,627 

 5  株式等譲渡所得割交付金 896 2,750 3,646 

 1  株式等譲渡所得割交付金 896 2,750 3,646 

 6  法人事業税交付金 8,941 4,952 13,893 

 1  法人事業税交付金 8,941 4,952 13,893 

 7  地方消費税交付金 258,745 43,581 302,326 

 1  地方消費税交付金 258,745 43,581 302,326 

 8  環境性能割交付金 1,800 2,475 4,275 

 1  自動車税環境性能割交付金 1,800 2,475 4,275 

10  地方交付税 4,892,013 132,895 5,024,908 

 1  地方交付税 4,892,013 132,895 5,024,908 

12  分担金及び負担金 24,611 △85 24,526 

 2  負担金 15,157 △85 15,072 
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01 一般会計



項款 補正額 計

（単位：千円）

補正前の額

- 2 -

13  使用料及び手数料 168,406 △2,154 166,252 

 1  使用料 122,536 △20 122,516 

 2  手数料 45,870 △2,134 43,736 

14  国庫支出金 2,182,777 △59,385 2,123,392 

 1  国庫負担金 1,086,696 △40,294 1,046,402 

 2  国庫補助金 1,094,291 △19,092 1,075,199 

 3  委託金 1,790 1 1,791 

15  県支出金 990,730 △29,541 961,189 

 1  県負担金 395,416 △10,617 384,799 

 2  県補助金 504,504 △18,934 485,570 

 3  委託金 90,810 10 90,820 

17  寄附金 483,130 33,315 516,445 

 1  寄附金 483,130 33,315 516,445 

18  繰入金 866,086 △125,509 740,577 

 2  基金繰入金 866,086 △125,509 740,577 

20  諸収入 99,639 △412 99,227 

 1  延滞金・加算金及び過料 1,222 △563 659 

 5  雑入 71,707 151 71,858 

21  町債 984,000 △15,200 968,800 

 1  町債 984,000 △15,200 968,800 

歳　入　合　計 12,709,379 △10,890 12,698,489 

01 一般会計



項

歳  出

款 補正額 計

（単位：千円）

補正前の額

 2  総務費 3,069,609 70,197 3,139,806 

 1  総務管理費 2,894,495 70,197 2,964,692 

 3  民生費 3,281,585 △29,543 3,252,042 

 1  社会福祉費 1,715,136 △5,232 1,709,904 

 2  児童福祉費 1,119,813 △6,211 1,113,602 

 3  生活保護費 446,505 △18,100 428,405 

 4  衛生費 1,340,095 △25,003 1,315,092 

 1  保健衛生費 593,825 △24,831 568,994 

 2  清掃費 746,270 △172 746,098 

 6  農林水産業費 1,082,283 △16,145 1,066,138 

 1  農業費 544,736 △7,849 536,887 

 2  林業費 217,947 △8,296 209,651 

 7  商工費 293,910 △7,636 286,274 

 1  商工費 293,910 △7,636 286,274 

10  教育費 1,026,791 △2,760 1,024,031 

 1  教育総務費 314,309 △1,249 313,060 

 5  社会教育費 160,451 △1,511 158,940 

歳　出　合　計 12,709,379 △10,890 12,698,489 
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（単位：千円）

金額

３ 民生費 １ 社会福祉費 93,358

３ 民生費 ２ 児童福祉費 1,070

４ 衛生費 ２ 清掃費 2,000

６ 農林水産業費 １ 農業費 155

10 教育費 １ 教育総務費 770教職員住宅第110号簡易水洗トイレ取替修繕

子育て世帯への臨時特別給付金事業

海岸漂着物等地域対策推進事業

住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業

第２表　繰越明許費補正

１ 追加

款 項 事業名

情報収集等業務効率化支援事業



１　変更

限　度　額 償還の方法 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

千円 千円

旧宮之浦支所解体事業 60,600 61,900

道路メンテナンス事業（城之川線） 2,800 2,500

道路メンテナンス事業（永田中央線） 1,200 800

道路メンテナンス事業（城ケ平線） 1,000 900

辺地対策事業 85,100 80,000

過疎対策事業 423,000 417,200

補助公共土木施設災害復旧事業
（町道本村湯向線）

3,000 2,600

補助林業用施設災害復旧事業
（林道湯泊線）

1,800 1,700

補助林業用施設災害復旧事業
（林道大久保線）

2,100 1,900

補助林業用施設災害復旧事業
（林道栗生線）

2,500 2,400

指定避難所改修事業
（志戸子地区公民館）

16,800 15,800

防火水槽整備事業（中間地区） 8,000 7,800

防災拠点施設整備事業（宮之浦出張所） 12,000 10,700

本庁舎被雷設備整備事業 33,200 32,600

過年補助農林水産業施設災害復旧事業
（林道口永良部線）

4,300 4,700

栗生地区排水路改修事業 7,500 7,400

小島丸山用水路改修事業 3,900 2,700

第３表　　地方債補正

起　　債　　の　　目　　的
補　　　　　　　　正　　　　　　　　前 補　　　　　　　　正　　　　　　　　後

起債の方法 利　　　率

証書借入
又は

証券発行

年5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率見
直しを行った後
においては当該
見直し後の利

率）

　政府資金はその
貸付条件により、
銀行その他の資金
については債権者
との協定によるも

のとする。
　ただし、財政の
都合により措置期
間中であっても繰
上償還し、償還期
限を短縮し、又は
低利に借り換える
ことができるもの

とする。

補正前に
同　　じ

補正前に
同　　じ

補正前に
同　　じ
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款

歳入歳出補正予算事項別明細書

補正前の額

１．総　　括
（歳入）

計補正額

（単位：千円）

- 6 -

96,315 883 95,432  2  地方譲与税

631 △442 1,073  3  利子割交付金

2,627 987 1,640  4  配当割交付金

3,646 2,750 896  5  株式等譲渡所得割交付金

13,893 4,952 8,941  6  法人事業税交付金

302,326 43,581 258,745  7  地方消費税交付金

4,275 2,475 1,800  8  環境性能割交付金

5,024,908 132,895 4,892,013 10  地方交付税

24,526 △85 24,611 12  分担金及び負担金

166,252 △2,154 168,406 13  使用料及び手数料

2,123,392 △59,385 2,182,777 14  国庫支出金

961,189 △29,541 990,730 15  県支出金

516,445 33,315 483,130 17  寄附金

740,577 △125,509 866,086 18  繰入金

01 一般会計



款 補正前の額

（歳入）

計補正額

（単位：千円）

99,227 △412 99,639 20  諸収入

968,800 △15,200 984,000 21  町債

12,698,489 △10,890 12,709,379 歳　入　合　計
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款 計補正前の額

（歳出）

補正額

補正額の財源内訳

（単位：千円）

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

- 8 -

3,139,806  2  総務費 16,068 3,892 △600 50,837 3,069,609 70,197 

3,252,042  3  民生費 26,845 △56,201 △200 13 3,281,585 △29,543 

1,315,092  4  衛生費 2,132 △14,685 △11,500 △950 1,340,095 △25,003 

1,066,138  6  農林水産業費 5,184 △15,957 900 △6,272 1,082,283 △16,145 

286,274  7  商工費 △7,636 293,910 △7,636 

590,694  8  土木費 2,200 △2,200 590,694 0 

450,557  9  消防費 500 △500 450,557 0 

1,024,031 10  教育費 504 △1,851 △700 △713 1,026,791 △2,760 

154,505 11  災害復旧費 400 △400 154,505 0 

12,698,489 歳　出　合　計 12,709,379 △10,890 46,197 △84,802 △15,200 42,915 

01 一般会計



２．歳　　入

（款）  2 地方譲与税 （項）  1 地方揮発油譲与税 （単位：千円）

目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

19,264 1 地方揮発油譲与税 △60819,872 △608地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与 △608

   税

19,26419,872 △608計

（款）  2 地方譲与税 （項）  2 自動車重量譲与税

55,081 1 自動車重量譲与税 72154,360 721自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与 721

   税

55,08154,360 721計

（款）  2 地方譲与税 （項）  3 航空機燃料譲与税

2,299 1 航空機燃料譲与税 7611,538 761航空機燃料譲与税 1 航空機燃料譲与 761

   税

2,2991,538 761計

（款）  2 地方譲与税 （項）  5 森林環境譲与税

19,671 1 森林環境譲与税 919,662 9森林環境譲与税 1 森林環境譲与税 9

19,67119,662 9計

（款）  3 利子割交付金 （項）  1 利子割交付金

631 1 利子割交付金 △4421,073 △442利子割交付金 1 利子割交付金 △442

6311,073 △442計

（款）  4 配当割交付金 （項）  1 配当割交付金

2,627 1 配当割交付金 9871,640 987配当割交付金 1 配当割交付金 987

2,6271,640 987計
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 4 配当割交付金   1 配当割交付金  1 一般会計
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（款）  5 株式等譲渡所得割交付金 （項）  1 株式等譲渡所得割交付金 （単位：千円）

目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

3,646 1 株式等譲渡所得割交付金 2,750896 2,750株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得 2,750

   割交付金

3,646896 2,750計

（款）  6 法人事業税交付金 （項）  1 法人事業税交付金

13,893 1 法人事業税交付金 4,9528,941 4,952法人事業税交付金 1 法人事業税交付 4,952

   金

13,8938,941 4,952計

（款）  7 地方消費税交付金 （項）  1 地方消費税交付金

302,326 1 地方消費税交付金 43,581258,745 25,323地方消費税交付金 1 地方消費税交付 43,581

18,258社会保障財源交付金   金

302,326258,745 43,581計

（款）  8 環境性能割交付金 （項）  1 自動車税環境性能割交付金

4,275 1 自動車税環境性能割交付金 2,4751,800 2,475自動車税環境性能割交付金 1 自動車税環境性 2,475

   能割交付金

4,2751,800 2,475計

（款） 10 地方交付税 （項）  1 地方交付税

5,024,908 1 地方交付税 132,8954,892,013 132,895特別交付税 2 特別交付税 132,895

5,024,9084,892,013 132,895計

（款） 12 分担金及び負担金 （項）  2 負担金

6,306 1 民生費負担金 136,293 13保育園保護者負担金過年度分 4 児童福祉費負担 13

   金過年度分

7,719 2 衛生費負担金 △237,742 △11母子保健事業負担金 1 保健事業負担金 △23



目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

△12未熟児養育医療保護者負担金

1,047 3 教育費負担金 △751,122 △75災害共済掛金保護者負担金 1 学校保健センタ △75

   ー負担金

15,07215,157 △85計

（款） 13 使用料及び手数料 （項）  1 使用料

14,022 5 商工使用料 △2014,042 △20共同店舗使用料過年度分 3 共同店舗施設使 △20

   用料過年度分

122,516122,536 △20計

（款） 13 使用料及び手数料 （項）  2 手数料

6,477 1 総務手数料 △4276,904 △185戸籍証明交付手数料 1 戸籍手数料 △185

△88住民票等交付手数料 2 住民基本台帳手 △93

△5個人番号ｶｰﾄﾞ等再交付手数料   数料

△142印鑑証明等交付手数料 3 事務手数料 △142

△7自動車臨時運行許可申請手数料 4 自動車臨時運行 △7

   許可申請手数料

37,232 2 衛生手数料 △1,70738,939 △1,636一般廃棄物処理手数料 2 清掃手数料 △1,707

△71し尿投入手数料

43,73645,870 △2,134計

（款） 14 国庫支出金 （項）  1 国庫負担金

968,963 1 民生費国庫負担金 △31,9041,000,867 △426生活困窮者自立支援費 1 社会福祉費負担 △426

   金

△19,131子どものための教育・保育給付事業 3 児童福祉費負担 △33,130

△1,003児童扶養手当給付事業   金

△12,208児童手当支給事業

△788子育てのための施設等利用給付金
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14 国庫支出金   1 国庫負担金  1 一般会計
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（款） 14 国庫支出金 （項）  1 国庫負担金 （単位：千円）

目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

1,652子どものための教育・保育給付事業過年度分 4 児童福祉費負担 1,652

   金過年度分

10,226 2 衛生費国庫負担金 △7,01217,238 △364未熟児養育医療費 1 保健衛生費負担 △7,012

△6,648新型コロナウイルスワクチン接種対策費   金

34,839 3 教育費国庫負担金 △1,37836,217 △1,378公立学校施設整備費 1 中学校費負担金 △1,378

1,046,4021,086,696 △40,294計

（款） 14 国庫支出金 （項）  2 国庫補助金

220,004 1 総務費国庫補助金 5,092214,912 6,104地方創生臨時交付金 1 総務管理費補助 6,104

   金

△1,012個人番号ｶｰﾄﾞ交付事務費 2 戸籍住民基本台 △1,012

   帳費補助金

574,837 2 民生費国庫補助金 △13,045587,882 △11,385新型感染症生活困窮者自立支援金 1 社会福祉費補助 △11,385

   金

△260保育対策総合支援事業 2 児童福祉費補助 △1,660

△1,218子育て世帯への臨時特別交付金事業   金

1,319子ども・子育て支援事業

△1,501新型コロナウイルス感染症セーフティネット強

化交付金

23,373 3 衛生費国庫補助金 △5,39228,765 △1がん検診推進事業 1 保健衛生費補助 △5,392

△51緊急風しん抗体検査事業   金

△5,340新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

74,122 4 農林水産業費国庫補助金 △5,50779,629 △5,507離島活性化交付金 1 農業費補助金 △5,507

44,884 8 教育費国庫補助金 △24045,124 △234離島活性化交付金 1 教育総務費補助 △234

   金

△104学校保健特別対策事業費補助金 2 小学校費補助金 △104

△5要保護児童生徒援助費・特別支援教育就学奨励 3 中学校費補助金 △16

費

△11学校保健特別対策事業費補助金



目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

114離島活性化交付金 7 社会教育費補助 114

   金

1,075,1991,094,291 △19,092計

（款） 14 国庫支出金 （項）  3 委託金

1,606 2 民生費委託金 11,605 1地域児童福祉事業等調査交付金 2 児童福祉費委託 1

   金

1,7911,790 1計

（款） 15 県支出金 （項）  1 県負担金

384,571 1 民生費県負担金 △10,392394,963 △250行旅病人･死亡人取扱費 1 社会福祉費負担 △250

   金

△7,853子どものための教育・保育給付事業 3 児童福祉費負担 △10,933

△2,686児童手当支給事業   金

△394子育てのための施設等利用給付金

791子どものための教育・保育給付事業過年度分 4 児童福祉費負担 791

   金過年度分

228 2 衛生費県負担金 △225453 △225未熟児養育医療費 1 保健衛生費負担 △225

   金

384,799395,416 △10,617計

（款） 15 県支出金 （項）  2 県補助金

20 1 総務費県補助金 △1,2001,220 △1,200どんどんかごしま移住・就業・起業支援事業 1 総務費補助金 △1,200

40,200 2 民生費県補助金 △14840,348 △423重度心身障害者医療費助成事業 1 社会福祉費補助 359

3心身障害者扶養共済制度事業事務費   金

△29軽度・中等度難聴児補聴器助成事業

△155地域デビュー推進事業費補助金

963重度訪問介護等利用促進支援事業補助金
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15 県支出金   2 県補助金  1 一般会計
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（款） 15 県支出金 （項）  2 県補助金 （単位：千円）

目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

△136ひとり親家庭医療費助成事業 2 児童福祉費補助 △507

△337多子世帯保育料等軽減事業   金

△506地域子ども・子育て支援交付金

76子どものための教育・保育給付費地方単独費用

分（現）

396子どものための教育・保育給付費地方単独費用

分（過）

12,406 3 衛生費県補助金 △2,62415,030 △1,686乳幼児医療費助成事業 1 保健衛生費補助 △2,363

△136不妊治療費   金

△24離島地域出産支援事業

△50小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

△467地域自殺対策強化交付金

△261浄化槽設置整備事業 2 清掃費補助金 △261

354,847 4 農林水産業費県補助金 △10,480365,327 △30多面的機能支払推進交付金 1 農業費補助金 △9,880

△14多面的機能支払交付金

△9,836地域社会維持推進交付金

△600シンポジウム助成事業補助金 2 林業費補助金 △600

10,981 5 商工費県補助金 △4,13415,115 △4,134地域社会維持推進交付金（産業分） 1 商工費補助金 △4,134

5,060 8 教育費補助金 △3485,408 △245特定離島ふるさとおこし推進事業 1 教育総務費補助 △348

29地域ぐるみ学校安全体制推進事業   金

△132部活動指導員派遣推進事業

485,570504,504 △18,934計

（款） 15 県支出金 （項）  3 委託金

115 2 民生費委託金 10105 10権限移譲交付金 1 社会福祉費委託 10

   金

90,82090,810 10計



（款） 17 寄附金 （項）  1 寄附金

目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

516,445 2 指定寄附金 33,315483,130 33,315屋久島町だいすき寄附金 1 屋久島町だいす 33,315

   き寄附金

516,445483,130 33,315計

（款） 18 繰入金 （項）  2 基金繰入金

292,922 1 財政調整基金繰入金 △137,727430,649 △137,727財政調整基金繰入金 1 財政調整基金繰 △137,727

   入金

399,575 5 だいすき基金繰入金 18,500381,075 18,500だいすき基金繰入金 1 だいすき基金繰 18,500

   入金

13,38013 未来につなぐ森林づくり基金 △6,28219,662 △6,282未来につなぐ森林づくり基金繰入金 1 未来につなぐ森 △6,282

   繰入金    林づくり基金繰

   入金

740,577866,086 △125,509計

（款） 20 諸収入 （項）  1 延滞金・加算金及び過料

658 1 延滞金 △5631,221 △563町税延滞金 1 延滞金 △563

6591,222 △563計

（款） 20 諸収入 （項）  5 雑入

70,657 2 雑入 15170,506 △1コピー複写代 2 民生費雑入 △1

△1社会保険料(衛生費) 3 衛生費雑入 780

△285使用済自動車ﾘｻｲｸﾙ出損金

1,050有価物等売払収入

6施設利用徴収金

10コピー複写代

10農地中間管理事業業務委託金 4 農林水産業費雑 10

   入

△638災害共済給付金 8 教育費雑入 △638

71,85871,707 151計
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20 諸収入   5 雑入  1 一般会計
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（款） 21 町債 （項）  1 町債 （単位：千円）

目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

288,500 1 総務債 1,300287,200 1,300公共施設除却事業（旧宮之浦支所） 1 総務管理債 1,300

23,400 5 土木債 △80024,200 △300道路メンテナンス事業（城之川線） 1 道路橋りょう債 △800

100道路メンテナンス事業（宮之浦循環線）

△400道路メンテナンス事業（永田中央線）

△100道路メンテナンス事業（城ケ平線）

△100宮之浦循環線（湯川橋）橋梁補修事業

13,600 8 現年発生補助災害復旧事業債 △80014,400 △400林業用施設災害復旧事業 1 農林水産業施設 △400

   災害復旧事業債

△400道路災害復旧事業 2 公共土木施設災 △400

   害復旧事業債

80,00010 辺地対策事業債 △5,10085,100 1,400林道整備事業（船行支線） 1 辺地対策事業債 △5,100

△100消防車両購入事業（消防ポンプCD-1)

△100消防車両購入事業（普通積載車）

△6,100小型合併処理浄化槽設置費補助事業

△100消防車両購入事業

△100林道東部１号線整備事業

417,20011 過疎対策事業債 △5,800423,000 △1,600過疎地域自立促進特別事業 1 過疎対策事業債 △5,800

△400水産基盤機能保全事業（栗生港）

△3,800一般廃棄物処理施設整備事業

△100都市計画区域整備事業（宮之浦街路灯整備）

100教育文化施設整備事業（大規模改修：岳南中学

校）

69,40012 緊急防災・減災事業債 △3,10072,500 △1,000指定避難所改修事業（志戸子地区公民館） 1 緊急防災・減災 △3,100

△200防火水槽整備事業（中間地区）   事業債

△1,300防災拠点施設事業（宮之浦出張所非常電源）

△600本庁舎被雷設備整備事業

4,70013 過年発生補助災害復旧事業債 4004,300 400林業用施設災害復旧事業 1 農林水産業施設 400

   災害復旧事業債

15,10014 緊急自然災害防止対策事業債 △1,30016,400 △100栗生地区排水路改修事業 1 緊急自然災害防 △1,300

△1,200小島丸山用水路改修事業   止対策事業債

968,800984,000 △15,200計



３．歳　　出

（単位：千円）（款） （項）  1 総務管理費 2 総務費

説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

補正額の財源内訳

計

国県支出金 地方債

補正前の額 補正額

600206,519 4 財産管理費 0206,519 △600 財源組替

△399796,254 6 地域活性化対 50,216746,038 △1,200 51,815 18,500手数料11 役務費 18,500

   策費 △1,600移住支援金18 負担金、 △1,600

   補助及び

   交付金

33,316だいすき基金24 積立金 33,316

23,653727,14917 財政管理費 23,653703,496 23,653公共施設整備基金24 積立金 23,653

△9,776194,10892 新型コロナウ △3,672197,780 6,104 △1,551飲食店応援事業交付金18 負担金、 △3,672

   イルス対策事 △2,121商品券発行事業費補助金   補助及び

   業費    交付金

2,964,6922,894,495 70,197計 4,904 △600 51,815 14,078

（款） （項）  2 徴税費 2 総務費

5639,706 2 賦課徴収費 09,706 △563 財源組替

90,38390,383 0計 △563 563

（款） （項）  3 戸籍住民基本台帳費 2 総務費

1,42753,147 1 戸籍住民基本 053,147 △1,012 △415 財源組替

   台帳費

53,14753,147 0計 △1,012 △415 1,427

（款） （項）  1 社会福祉費 3 民生費

8,647964,855 1 社会福祉総務 △3,613968,468 △12,260 △595時間外勤務手当 3 職員手当 △595

   費    等

△2,340新型感染症生活困窮者自立支18 負担金、 △2,340

援金   補助及び

   交付金

△694住宅確保給付金19 扶助費 △694
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 3 民生費   1 社会福祉費  1 一般会計
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（単位：千円）（款） （項）  1 社会福祉費 3 民生費

説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

補正額の財源内訳

計

国県支出金 地方債

補正前の額 補正額

16県支出金過年度精算返納金22 償還金、 16

   利子及び

   割引料

△1,619170,976 5 国民健康保険 △1,619172,595 △1,619国民健康保険特別会計繰出金27 繰出金 △1,619

   事業費

1557,636 8 地域包括支援 07,636 △155 財源組替

   センター費

1,709,9041,715,136 △5,232計 △12,415 7,183

（款） （項）  2 児童福祉費 3 民生費

△1,09145,328 1 児童福祉総務 △1,35046,678 △259 △1,350保育対策総合支援事業費補助18 負担金、 △1,350

   費 金   補助及び

   交付金

25,450654,843 2 児童措置費 △1,736656,579 △26,999 △200 13 △136ひとり親医療費助成金19 扶助費 △1,736

△1,600児童扶養手当給付費

12,185182,270 3 児童手当費 △1,624183,894 △13,809 △30時間外勤務手当 3 職員手当 △30

   等

△106消耗品費10 需用費 △106

△76通信運搬費11 役務費 △76

△1,410児童手当19 扶助費 △1,410

△1国庫支出金過年度精算返納金22 償還金、 △2

△1県支出金過年度精算返納金   利子及び

   割引料

1,218202,392 4 子育て世帯へ 0202,392 △1,218 財源組替

   の臨時特別給

   付金事業費

28,769 5 子育て世帯生 △1,50130,270 △1,501 △55時間外勤務手当 3 職員手当 △55

   活支援特別給    等

   付金事業費 △50消耗品費10 需用費 △50



説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

補正額の財源内訳

計

国県支出金 地方債

補正前の額 補正額

△56通信運搬費11 役務費 △96

△40手数料

△1,300子育て世帯生活支援特別給付18 負担金、 △1,300

金   補助及び

   交付金

1,113,6021,119,813 △6,211計 △43,786 △200 13 37,762

（款） （項）  3 生活保護費 3 民生費

△18,100361,900 2 生活保護扶助 △18,100380,000 △18,100生活保護扶助費19 扶助費 △18,100

   費

428,405446,505 △18,100計 △18,100

（款） （項）  1 保健衛生費 4 衛生費

△12,38574,831 2 衛生総務費 △12,38587,216 △12,385診療所事業特別会計繰出金27 繰出金 △12,385

2,83824,035 3 乳幼児等医療 △44824,483 △1,686 △1,600 △10消耗品費10 需用費 △10

   費 △265通信運搬費11 役務費 △691

△426手数料

253乳幼児等医療費助成金19 扶助費 253

119,280 5 健康づくり推 019,280 △1 財源組替

   進費

54619,582 6 母子保健費 △22719,809 △749 △24 △85不妊治療旅費補助金18 負担金、 △85

   補助及び

   交付金

△142未熟児養育医療費助成金19 扶助費 △142

21719,26414 新型コロナウ △11,77131,035 △11,988 △306予防接種被害調査委員報酬 1 報酬 △333

   イルスワクチ △27保健事業事務補助員報酬（特

   ン接種体制確 適）

   保事業費 △310時間外勤務手当 3 職員手当 △310

   等

△22普通旅費 8 旅費 △158
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 4 衛生費   1 保健衛生費  1 一般会計
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（単位：千円）（款） （項）  1 保健衛生費 4 衛生費

説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

補正額の財源内訳

計

国県支出金 地方債

補正前の額 補正額

△136費用弁償

△3消耗品費10 需用費 △132

△89印刷製本費

△40燃料費

△30手数料11 役務費 △30

△6,647ワクチン接種業務委託12 委託料 △10,638

△3,991コールセンター業務委託

△170船舶借上料13 使用料及 △170

   び賃借料

568,994593,825 △24,831計 △14,424 △1,600 △24 △8,783

（款） （項）  2 清掃費 4 衛生費

1,176249,426 1 廃棄物対策費 0249,426 △1,176 財源組替

△321328,695 2 ごみ処理施設 0328,695 321 財源組替

   管理費

71108,259 3 し尿処理費 0108,259 △71 財源組替

6,36124,982 4 合併処理浄化 024,982 △261 △6,100 財源組替

   槽設置整備事

   業費

3,62834,736 5 ごみ処理施設 △17234,908 △3,800 △172費用弁償 8 旅費 △172

   整備事業費

746,098746,270 △172計 △261 △9,900 △926 10,915

（款） （項）  1 農業費 6 農林水産業費

27,407 1 農業委員会費 1027,397 10 10消耗品費10 需用費 10

△1,40439,494 3 農業振興費 △11,24050,734 △9,836 △11,240輸送ｺｽﾄ支援事業補助金18 負担金、 △11,240

   補助及び

   交付金



説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

補正額の財源内訳

計

国県支出金 地方債

補正前の額 補正額

△516,667 4 農地費 △1916,686 △14 △19多面的機能支払交付金18 負担金、 △19

   補助及び

   交付金

3,40036,31213 農業集落排水 3,40032,912 3,400農業集落排水事業特別会計補18 負担金、 3,400

   事業費 助金   補助及び

   交付金

536,887544,736 △7,849計 △9,850 10 1,991

（款） （項）  2 林業費 6 農林水産業費

4,093162,887 2 林業振興費 △8,296171,183 △6,107 △6,282 △7,343戦略産品輸送支援補助金18 負担金、 △8,296

△953屋久島憲法100周年記念シン   補助及び

ポジウム事業補助金   交付金

△1,30042,276 3 林業施設整備 042,276 1,300 財源組替

   費

209,651217,947 △8,296計 △6,107 1,300 △6,282 2,793

（款） （項）  3 水産業費 6 農林水産業費

400284,969 5 水産基盤機能 0284,969 △400 財源組替

   保全事業費

319,600319,600 0計 △400 400

（款） （項）  1 商工費 7 商工費

△7,63677,154 1 商工総務費 △7,63684,790 △4,134雇用機会拡充事業補助金18 負担金、 △5,636

△1,502商工業振興資金利子補給補助   補助及び

金   交付金

△2,000商工業安定資金貸付金20 貸付金 △2,000

286,274293,910 △7,636計 △7,636
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 7 商工費   1 商工費  1 一般会計
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（単位：千円）（款） （項）  2 道路橋りょう費 8 土木費

説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

補正額の財源内訳

計

国県支出金 地方債

補正前の額 補正額

800136,164 4 道路メンテナ 0136,164 △800 財源組替

   ンス事業費

304,767304,767 0計 △800 800

（款） （項）  3 河川費 8 土木費

1,30034,704 1 河川総務費 034,704 △1,300 財源組替

34,70434,704 0計 △1,300 1,300

（款） （項）  5 都市計画費 8 土木費

10020,540 1 都市計画総務 020,540 △100 財源組替

   費

20,54020,540 0計 △100 100

（款） （項）  1 消防費 9 消防費

50096,719 2 非常備消防費 096,719 △500 財源組替

450,557450,557 0計 △500 500

（款） （項）  1 教育総務費10 教育費

△2994,909 2 事務局費 094,909 29 財源組替

75204,752 3 教育振興費 △1,249206,001 △611 △713 △234指導・助言謝金 7 報償費 △234

△80南海ひょうたん島留学事業委12 委託料 △306

託

△226山海留学事業委託

△72日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ負担金18 負担金、 △72

   補助及び

   交付金

△637災害補償金21 補償、補 △637

   填及び賠

   償金

313,060314,309 △1,249計 △582 △713 46



（款） （項）  3 中学校費10 教育費

説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

補正額の財源内訳

計

国県支出金 地方債

補正前の額 補正額

1,278159,963 1 学校管理費 0159,963 △1,378 100 財源組替

△89538,495 2 教育振興費 038,495 △5 900 財源組替

198,458198,458 0計 △1,383 1,000 383

（款） （項）  5 社会教育費10 教育費

△62583,586 4 公民館費 △1,51185,097 114 △1,000 △1,511工事請負費(資外)14 工事請負 △1,511

　志戸子公民館改修   費

158,940160,451 △1,511計 114 △1,000 △625

（款） （項）  6 保健体育費10 教育費

700133,542 2 学校給食費 0133,542 △700 財源組替

176,119176,119 0計 △700 700

（款） （項）  1 農林水産業施設災害復旧費11 災害復旧費

70,556 3 林業用施設災 070,556 財源組替

   害復旧費

73,61573,615 0計

（款） （項）  2 公共土木施設災害復旧費11 災害復旧費

40039,517 2 道路橋りょう 039,517 △400 財源組替

   災害復旧費

59,89059,890 0計 △400 400

-23-

11 災害復旧費   2 公共土木施設災害復旧費  1 一般会計


