
大津町 一般会計・特別会計・事業会計
補正予算の概要

平成25年度





単位：（千円）

議案第３９号　　　平成２５年度大津町一般会計補正予算 （第１号）

議会事務局 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１．１．１ 11

議会費 需用費

14

使用料及び賃借料

18

備品購入費

P１７

総務部　総務課 歳入

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

２０．４．２ １

雑入 雑入

P１５
２１．１．３ １

消防債 消防債

P１６

総務部　総務課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

２．１．１ 2

一般管理費他 給料他 3,861

P１７

９．１．３ 15

消防施設費 工事請負費 9,030

18

備品購入費 12,885

19

負担金補助及び 1,000

P３８ 交付金

９．１．５ 8

災害対策費 講師謝礼 300

11

消耗品費 4,136

12

通信運搬費 487

15

工事請負費 8,400

19

負担金補助及び

交付金

P３８

議会活動（広報・調査・研究等）に係る
　・パソコン購入費（２台）　　　　　　　　　　　４００千円
議会中継記録に係る
　・録画機器の購入費　　　　　　　　　　　　　　６０千円
　　（現行ＶＨＳからＢＤデッキへ）

・自主防災組織として設立した団体の活動支援費
　（５０団体、５，０００千円）
・コミュニティ助成事業（下町区・つつじ台区）及び地域防災組
織育成事業（室北区）に対する助成金

地域コミュニティ助成事業（下町区、つつじ台区）によるコミュニ
ティ無線整備及び地域防災組織育成（室北区）による資機材整
備事業助成金

人事異動等に伴う人件費の補正

110

450

460

7,000

6,700

12,000

河川監視用カメラの通信運搬費

地域防災組織を設立する団体や地域リーダー育成のために、
防災士の資格を有する人へ講師依頼

各区長、民生委員等の防災地域リーダー用ジャンバー代など
（1１7名）
災害対策本部職員の作業服

消防積載車1台の購入、防災行政無線戸別受信機を区長、民
生委員児童委員等の自宅に設置

補正予算の概要

防火水槽４０トン２基を設置するための防災対策事業による借
入
防火水槽２基　　９，０３０千円×７５％以内＝６，７００千円

矢護川水系、平川水系、上下井手に河川カメラ5台を設置（イン
ターネットを経由して監視）

議会活動（広報・調査・研究等）に係る
　・Ａ３カラー複合機導入に係る印刷代　　　 ９０千円
　・パソコン購入に係るセキュリティソフト代　２０千円

議会活動（広報・調査・研究等）に係る
　・Ａ３カラー複合機導入に係るリース代　　４５０千円
　（６０ヶ月リース契約のうちの本年度分・月割算出）

防火水槽設置工事で、岩坂地区と平川地区の2カ所に新しく防
火水槽を設置

大津町消防団第8分団小林班のポンプ倉庫改修に伴う整備補
助金
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単位：（千円）

総務部　人権推進課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

３．１．９ 11
人権啓発福祉センター運営費 需用費 396

18

備品購入費 197

P２４

企画部　企画課 歳入

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１４．２．５ １

総務費補助金
総務費国庫補助金 457,200

P１３
１８．２．４ １

P１５

企画部　企画課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

２．１．６ 8

企画費 報償費

P１８

２．１．７ 11

電子計算費 需用費

14
使用料及び賃借料

18

備品購入費 △ 6,100

P１８

１３．１．１

予備費 △ 96,758

P４８

福祉部　健康福祉課 歳入

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１４．２．１ ２

3

1,104

P１３

925

人権啓発福祉センター（隣保館・児童館）の備品、建物内壁、
遊具の修理

音響設備の使用、修繕不可による購入

新エネルギー等推進事業
　新エネルギー等の普及・啓発を推進し、住民の「学ぶ機会」を
提供するため、講演会等を開催
　講師謝礼　　　２００千円

【消耗品費】
平成２１年度購入の事務用パソコン３０台について、ＯＳ（パソコ
ン基本管理用ソフト）を、来年４月にメーカーサポートが終了す
るwindows　ＸＰからwindows　７に更新するためのソフト購入費

当初予算計上の事務用パソコン購入３３台について、今回要求
の前倒し分と併せて更新を行うための組替による減額補正

財政調整基金繰
入金

財政調整基金繰
入金

90,000

200

819

3,137

補正に伴う財源を調整するもの

補正に伴う基金の繰入
繰入後の財政調整基金残高　　　2,395,680千円

地域生活支援事業補助金
　訪問入浴サービス事業　1,850千円×1/2

【情報システムサーバ機器類借上料】932千円
　ネットワーク管理を行うための必要なソフトを運営するサーバ
等5機種において経年による保守切れのため、平成25年度か
ら平成30年度までの60ヵ月リースにて更新を行うための平成２
５年度分借上料５ヵ月分及び６ヵ月分の増額補正
【庁舎事務用パソコン借上料】　　　　　　　　2,205千円
　ＯＳ（パソコン基本管理用ソフト）が来年４月にメーカーサポー
トが終了するwindows　ＸＰの機種１１６台について、ウイルス感
染等のリスク回避のため、前倒しでwindows　７の機種に60ヵ月
リースにて更新を行うための平成２５年度分借上料５ヵ月分の
増額補正

地域の元気臨時交付金　　　457,200千円
「国の日本経済の再生に向けた緊急経済対策」において実施
される、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的とす
る交付金
※交付金の充当事業については、概要のＰ15～Ｐ17を参照

地域福祉等推進特別支援事業補助金

民生費国庫補助
金

障害者福祉費補
助金

社会福祉費補助
金
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単位：（千円）

１５．２．２ 6

民生費県補助金 障害者福祉費 462

Ｐ１４ 補助金

１５．２．３ 3

衛生費県補助金 衛生費補助金 1,395 自殺対策推進事業費補助金

P１４ 1,395千円×10/10

福祉部　健康福祉課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

３．１．１． 19

社会福祉総務費 負担金補助及び

交付金

P２２

３．１．２ 20 訪問入浴サービス事業

障害者福祉費 扶助費 障害のある人を訪問し、浴槽を提供して入浴支援を行う

　・12.500円×3回×4週×3月＝　450,000円

　・12.500円×4回×4週×７月＝1,400,000円

P２２

３．１．５． 13

老人福祉センター 委託料

運営費

15

工事請負費

P２３

３．２．４ 15 温水ボイラ設置工事

若草学園福祉 工事請負費 2,258 　鋼板製温水ボイラ１台（Ｈ13年購入）　2,257,500円

施設費

18

備品購入費 1,077

P２６

３．２．７ 15

子育て・健診ｾﾝﾀｰ 工事請負費 1,058

費

P２６
４．１．１ 7 自殺対策推進事業として専門職を雇用し住民の
保健衛生総務費 賃金 1,080 相談を受ける

専門職の賃金　　120,000円/月×９か月

11　需用費

印刷製本費 315 自殺予防対策事業として住民向け啓発パンフレット等

の印刷

18

備品費 300

19 負担金

負担金・補助及び 24 熊本県市町村保健師協議会負担金
P２７ 交付金 3,000円×8人

４．１．４ 11　需用費

健康増進費 印刷製本費

14 住民の健康づくり事業

使用料及び 健診時、健診後の保健指導等において使用し住民の

賃借料 個人の体成分分析により個別指導を行う

高精度体成分分析装置等賃借料（Ｈ２５～Ｈ３０）

（60ケ月リース契約のうち本年度分）

P２８ 42,000円/月×５％×8月×1.05

32,519

500

371

2,208

1,850

1,260

冷凍冷蔵庫１台　（買い替え、Ｈ13年以前購入）

老人福祉センター施設改修設計業務委託
老朽化による空調機改修のための設計委託
（老人福祉センター：H3年3月開設）

老人福祉センター施設改修工事
・排水管修繕工事　　1,208千円
　老朽化による排水管の修繕
・屋根等改修工事　　　7,311千円
　老朽化による屋根等の改修及び塗装の塗り替え
・空調機改修工事　　24,000千円
　老朽化による空調機の改修

・子育て・健診センター玄関庇防水工事　498,000円
・流し台設置工事（増設）　　　　　　　　　　232,000円
・健診会場カーペット張替工事　　　　　　　328,000円

大津町健康づくり推進計画書印刷として
本編：700部
ガイダンス：2,000部

健診時使用する器具の滅菌消毒を行うための滅菌機を購入

地域生活支援事業補助金
　訪問入浴サービス事業　1,850千円×1/4

補助金
４．社協補助金（地域福祉推進事業等）
・自分ひとりでは判断が難しい認知症高齢者や知的・精神障害
者の権利を守るために日常的な金銭管理を行なう地域福祉権
利擁護事業の利用増加やボランティアセンター強化のため担
当職員を１名増員
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単位：（千円）

福祉部　保険医療課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

３．１．１ 28

社会福祉総務費 繰出金 2,254

P２２

４．１．７ 3

こども医療費 職員手当等 395

7

賃金 414

11

需用費 82

12

役務費 260

13

委託料 690

20

扶助費 3,500

P２８

農業委員会 歳入

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１５．２．４ 1

農林水産業費 農業委員会費

県補助金 補助金

1,580

Ｐ１４

農業委員会 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

６．１．１ 19

農業委員会費

Ｐ２９

経済部　農政課 歳入

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１５．２．４ 3

農林水産業費 農地費補助金

県補助金

P１４

１６．２．１ 1

不動産売払収入 土地建物売払収入 非農用地売払収入

（県営迫井手地区圃場整備事業地内）

P１５

２１．１．４ 1

農林水産業債 農業債

P１６

900

1,580

11,242

84,000

負担金、補助金
及び交付金

対象年齢引き上げに伴う新規受給者証及び既存の受給者へ
の差替えのための郵送代

●事業実施に伴う増額
　■耕作放棄地解消緊急対策事業補助金(2件）　　250千円
　　　　補助単価　 ：30千円/１０ａ
　　　　　　　　　　　　農用地区域内外農地の自己所有外農地
　　　　算出基礎　 ：30,000円/10ａ×8,368㎡≒250,000円
　■みんなで取り組む耕作放棄地活用事業補助金（1件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,330千円
 　　　 補助単価　 ：10千円/10ａ
　　　  算出基礎　133,025㎡÷1,000㎡×10千円≒1,330,000円

●事業実施に伴う増額
　■耕作放棄地解消緊急対策事業補助金(2件）　　250千円
　　　　補助単価　 ：30千円/１０ａ
　　　　　　　　　　　　農用地区域内外農地の自己所有外農地
　　　　算出基礎　 ：30,000円/10ａ×8,368㎡≒250,000円
　■みんなで取り組む耕作放棄地活用事業補助金（1件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,330千円
 　　　 補助単価　 ：10千円/10ａ
　　　  算出基礎　133,025㎡÷1,000㎡×10千円≒1,330,000円

農地・水保全管理支払交付金事業補助金
事務費割当減に伴う減額
（割当200千円－要望額370千円）
向上活動支援事業県負担金割当に伴う（11,412千円）

対象年齢引き上げに伴う扶助費の増加分（現物分２ヶ月分・償
還分４ヶ月分）

人件費の補正に伴う介護保険特別会計繰出金の補正

対象年齢引き上げに伴う受給者証の申請の受付及び交付事
務手続きに係る時間外勤務手当

対象年齢引き上げに伴う受給者証の申請の受付及び交付準
備に係る臨時職員賃金

対象年齢引き上げに伴う新規受給者証及び既存の受給者証
の差替え用の用紙代

公共事業等債（県営迫井手地区圃場整備事業）
町負担金に係る起債。充当率９０％
（県営事業費10,000千円×１０％×９０％）

対象年齢引き上げに伴う支払業務委託料の増加分
及びシステム改修費
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単位：（千円）

経済部　農政課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

６．１．４ 8

畜産業費 報償費 215

P３０

６．１．５ 15
農業構造改善事業費 工事請負費 11,484

P３０

６．１．６ 11

農地費 需用費

19

P３０ 負担金、補助及び交付金

６．１．７ 13

圃場整備費 委託料 1,750

P３０～３１ 15

工事請負費 12,100

17

公有財産購入費 106,680

19

Ｐ３０～３１

６．２．２ 13

林業振興費 委託料 1,989

19

1,000

P３２

８．３．２ 15

公園緑地費 工事請負費 5,000

P３７

11．1．1 14
農業用施設災害復旧費 使用料及び賃借料 3,365

19
負担金、補助及び交付金 20,000

P４７～４８

経済部　商業観光課 歳入

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１５．２．５ １．商工費補助金

商工費県補助金

P１４

経済部　商業観光課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

７．１．１ １９．負担金、補助

商工総務費 及び交付金

P３３

７．１．２ １９．負担金、補助

商工業振興費 及び交付金

P３３

600

△ 170

11,413

1,550

1,989

342

負担金、補助
及び交付金

農地・水保全管理支払交付金事業地域協議会負担金
向上活動分の県負担金割当に伴うもの

単独農地災害復旧のための補助金
（１/３補助を国庫補助と同率91.1%に増高）

昭和園電気系統改修工事
電気系統老朽化に伴う配線等の架空化改修工事費

【広域連携プロジェクト推進事業負担金】　３４２千円
　くまもと県北（５市５町）交流拡大プロジェクトの２年目であり、
Ｈ２４にて行った調査及び分析結果を踏まえ、観光ツアー等を
仮に造成し、交流拡大の推進、販路拡大につなげるためＰＲ活
動等を行う事業

【全国展開支援事業助成金】　６００千円
　地域の小規模事業者が地域の資源を活用して、商工会等と
協力して行う特産品開発や観光開発及び地元自治体等と一体
となって取り組む事業
　　３部会（特産品開発部会－特産品の都市圏へのＰＲ事業等
行う。、フットパス部会－３コース（街中、岩戸の里、江藤屋敷）
の増設、サッカー部会－試合観戦やふれあい事業）

里山保全事業委託（平成25年7月1日から平成26年3月31日
9ヶ月　1人）
人件費　1,809千円　物件費　　180千円

測量設計業務委託
非農用地造成工事測量設計業務委託料
（多目的用地8,100㎡分）

負担金
・県営迫井手地区圃場整備事業費に対する町負担金
（県営事業費10,000千円×13％＝1,300千円）
・県営矢護川地区水田圃場整備事業費に対する町負担金
（単県事業　　 1,000千円×25％＝　250千円）

共進会出品者報奨（5,000円×43名）

補修工事　11,484千円
泉源水中ポンプ取替・オーバーホール工事他
（他は主に老朽ポンプ及びろ過材交換）

県営事業附帯施設工事
・圃場整備地内農道舗装工事費　6,500千円
・非農用地造成工事　　　　　　　　 5,600千円

迫井手地区非農用地買収
・企業誘致用地代（30,000㎡×2,800円/㎡＝84,000千円）
・多目的用地代   （  8,100㎡×2,800円/㎡＝22,680千円）

施設災害復旧のための重機借上料他の増

【起業支援型地域雇用創造事業交付金】　　１，９８９千円
　地域に根ざした事業の起業支援による雇用の受け皿の創
出、拡大と雇用継続につながる事業の創設に伴う交付金
・荒廃した里山の保全を図り、里山保全のノウハウを継承する
人材を育成する事業（新規）農政課

負担金、補助
及び交付金

大津町森林認証材利用促進補助金
大津町の新築住宅等に対し、森林認証材の利用促進を図る
（100千円×10件）

農地・水保全管理支払交付金事業事務費割当減に伴う減額
事務消耗品費
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単位：（千円）

７．１．３ １９．負担金、補助

観光費 及び交付金

P３３

７．１．６ １２．役務費

国際交流費

P３３

環境保全課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

４．１．３ 19

環境衛生費 負担金、補助及び

交付金

P２８

土木部都市計画課 歳入

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１４．２．３ ２ 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画）
土木費国庫補助金 都市計画費補助金 　　住宅交付金　　　　　　    　　 　　 　     　     　40,100千円

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

　　駅前楽善線　　　　　　　  　　　　        　    　　10,000千円

P１３ 　　新小屋桜山線                                          2,200千円

２１．１．２ ２ 公営住宅建設事業債　　　　　　      　          　　37,300千円

土木債 都市計画債 公共事業等債

　　駅前楽善線　　　　　　　　　　              　    　13,500千円

P１６ 　　新小屋桜山線　　　　　　　　　　           　     　 2,900千円

土木部都市計画課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

８．３．１ 13

都市計画総務費 委託料 3,600 室地内（Ａ＝２K㎡）の雨水排水流域調査の業務委託

P３７

８．３．５ 15 駅前楽善線工事として
社会資本整備総合交付金事業費 工事請負費 25,000 ・起点交差点箇所の照明等の設置工事　　　     20,000千円

P３７ ・駅前楽善線その他雑工事　　　    　  　     　    　5,000千円

８．４．２ 13 町営住宅改修工事用業務設計委託

住宅維持費 委託料

・あけぼの団地駐車場整備他設計業務委託        2,500千円

・北出口団地通路側溝等改修工事設計業務委託 2,000千円

・町営住宅長寿命化計画策定                           3,000千円

P３８

８．４．２ 15 町営住宅改修工事として

住宅維持費 工事請負費 ・室西・室東団地住宅解体                               1,500千円

・あけぼの団地避難はしご取替工事                  5,000千円

・あけぼの団地駐車場整備工事                      40,000千円

・立石団地境界側溝付設工事                          2,500千円

Ｐ３８ ・北出口団地側溝通路舗装工事                     27,000千円

土木部　道路整備課 歳入

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１４．２．３ 1

土木費国庫補助金 道路橋梁費

補助金

P１３

２１．１．２ 1

土木債 道路橋梁債

3

P１６ 河川改良債

7,500

76,000

21,120

△20,500

19,200

500

53

2,024

52,300

53,700

【地蔵祭補助金】　５００千円
　地蔵祭の総踊りの充実、提灯の整備を行い祭りの内容の充
実を図り、祭りの開催に伴う交通規制区域の出入警備や会場
内の雑踏警備の強化を図るとともに、照明灯を増やし会場内の
照明不足を解消する

防災対策事業債
平川河川改修（古城地区、米山地区）

社会資本整備総合交付金（地方道路交付金事業）
  岩坂南２号線　          4,895千円
  美咲野大津線　　　　　 9,350千円
  西前原線（一の尾橋）　6,875千円

地方道路等整備事業債
（地域の元気臨時交付金充当による減額）
　町道整備事業（４路線）　△18,100千円
　県道負担金　　　　　　　　△　2,400千円

１．住宅用太陽光発電システム設置補助金
　　申請件数の増に伴う増額補正
　　８８千円×２３件＝２，０２４

【国際交流員傷害保険料】　５３千円
　国際交流員の雇用期間（H25.8.13～H26.8.14）に、傷害保険
の期間を合わせる
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単位：（千円）

土木部　道路整備課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

８．２．２ 11

道路維持費 需用費

12

役務費

13

委託料

15

工事請負費

17

公有財産購入費

18

備品購入費

19

Ｐ３５ 負担金、補助及び交付金

８．２．３ 13 美咲野大津線測量設計業務委託             17,000千円

道路新設改良費 委託料 西前原線（一の尾橋）測量設計業務委託    12,500千円

大林57号線測量設計業務委託                 3,000千円

杉水水迫線測量設計業務委託                 3,000千円

老人ホーム線測量設計業務委託              3,000千円

一般公共測量設計業務委託　　　              3,000千円

15 岩坂南２号線道路改良工事       8,900千円

工事請負費 平川河川改修工事 　　　　　　   19,200千円

出村引水線道路改良工事       11,400千円

湯舟御願所線道路改良工事    20,400千円

一般公共工事費 　　　　　　　　　19,500千円

17

P３６ 公有財産購入費

８．２．４ 13

社会資本整備 委託料

総合交付金事業 15

P３６ 工事請負費

土木部　下水道課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

８．３．３ 28

公共下水道費 繰出金 △3,443

P３７

子育て支援課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

３・２・１ 13

児童福祉総務費 委託料

P２５

３．２．３ 15

大津保育園費 工事請負費

18

備品購入費

Ｐ２５～２６

80

41,500

79,400

9,100

5,000

3,500

1,661

500

100

4,144

32,200

800

120

1,000

7,000

下道1号線用地代　800千円

小型締固機（タンパ）購入

私道整備補助金

修繕料　7,000千円
　舗装、側溝等道路修繕費

舗装工事6路線　20,120千円、排水関係工事4路線　6,480千
円、防護柵工事2路線他　5,600千円

【子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務委託】
国が想定している平成２７年度子ども・子育て支援新制度開始
に伴い、本年度に町が実施予定の子ども・子育て支援計画
ニーズ調査業務委託料

調理用移動台他
　既存移動台の支柱が老朽によりぐらついて危険であるため、
移動台１台を購入
また現在、調理用のカートが無いため、作業効率を図るために
カート１台を購入

調整池浚渫３箇所　3,144千円、境界測量等業務　1,000千円

大林５７号線用地費

新小屋桜山線測量設計業務委託
（美咲野小通学路整備）

保育室空調機設置他工事
・冷暖房機設置工事（９０９千円）
　保育室（２部屋）の既存のエアコンが購入後１６年を経過し、
冷房が利かなくなるなどの故障等が発生しているため冷暖房
機の買い替えを行う
・手洗い場工事（２８４千円）
　平成２３年度に増設した園舎に手洗い場を設置。
・雨樋工事（２６８千円）
　既存園舎と増設園舎を繋ぐ渡り廊下に雨樋を設置。
・鉄棒設置工事（２００千円）
　園庭に２蓮鉄棒を設置。

人件費の補正に伴うもの

新小屋桜山線工事費
（美咲野小通学路整備）

登記手数料
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単位：（千円）

教育部　学校教育課 歳入

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１４．２．４ 1

教育費国庫補助 小学校費補助金

金

P１３

１４．２．４ 2

教育費国庫補助 中学校費補助金

金

P１３

１４．３．３ 1

教育費委託金 教育費委託金 250

P１４

教育部　学校教育課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１０．１．２ 3

事務局費 職員手当等 942

１３

委託料 4,673

P３９～４０

１０．２．１ 1

学校管理費 報酬 78

8

報償費 20

9

旅費 152

11

需用費 4

12

役務費 1,295

13

委託料

15

工事請負費

18

備品購入費 7,705

P４０～４１

１０．２．２ 18

教育振興費 備品購入費 5,187

P４１

１０・３・１ 13

学校管理費 委託料

P４１～４２

900

260

美咲野小学校（コミュニティ・スクール）校内研修に伴う講師謝
礼

美咲野小学校（コミュニティ・スクール）推進委員会委員７人分
の報酬

学校教育設備整備費等補助金（理科教育備品）

学校教育設備整備費等補助金（理科教育備品）

コミュニティ・スクール事業委託金（美咲野小学校）

・護川小学校体育館改修工事　　20,000千円
・美咲野小学校開校に伴う大津小学校改修工事
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　28,516千円
他、老朽・破損、設備が不足する小学校施設改修等の工事費
用

美咲野小学校（コミュニティ・スクール）推進委員会委員の費用
弁償（推進委員会３回、県外研修１回、県内研修１回）

児童用机椅子                        1,226千円
他、小学校施設用の一般備品

小学校の教材備品　3,387千円
小学校の理科教育備品　1,800千円

・大津南小学校外壁改修設計業務委託　3,000千円
・護川小学校体育館及び校舎天井改修設計業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円
他、老朽・破損、設備が不足する小学校施設改修等の設計業
務費用

・中学校空調機設置設計業務委託　　　　3,000千円
・大津中学校再生整備計画基本構想策定業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,624千円
・大津北中学校校舎増築他、老朽・破損、設備が不足
　する中学校施設改修等の設計業務費用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000千円

14,000

76,581

30,624

美咲野小学校スポーツテスト処理手数料　112千円
大津南小学校高木伐採手数料　1,183千円

学校運営協議会参加及び学校工事等設計業務に伴う職員４
人分の時間外勤務手当

学校図書館システム導入に伴う蔵書登録及び点検業務の委
託費用

美咲野小学校（コミュニティスクール）推進委員会時のお茶代
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単位：（千円）

１０・３・１ 15

学校管理費 工事請負費

18

備品購入費 5,073

Ｐ４１～４２

１０．３．２ 18

教育振興費 備品購入費 1,657

P４２

１０・４・１ 13

幼稚園費 委託料 3,000

15

工事請負費 30,000

18

備品購入費 1,107

P４３

１０．６．３ 13

学校給食費 委託料

15

工事請負費

18

備品購入費

P４６～４７

教育部　生涯学習課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１０．５．１ 7

社会教育総務費 賃金

P４４

１０．５．６ 15
生涯学習施設運営費 工事請負費

P４５

１０．６．２ 11

体育施設費 修繕料

18

備品購入費

Ｐ４６

教育部　公民館 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

10.　5　.3 13
生涯学習センター費 委託料 4000

15

工事請負費 73,000

P４５

地域学習施設等備品購入補助金（美咲野、小林区）
地域学習施設等建設補助金（美咲野、小林区）

町民交流施設の屋根等補修工事

・町民グラウンド上水道漏水修理　１５０千円
・武道館修理　２，６００千円
  トイレブース拡張及び洋式トイレ改修、照明改修等

・スポーツ用具　９１０千円
 出前スポーツ講座及びスポーツ推進事業用
・昭和園テニスコートネット2張　１４０千円
・武道館プレハブ倉庫　 １７９千円

820

5,000

2,750

1,229

10,900

28,229

社会教育指導員補助4,140円×1人×22日×9月
地域教育コーディネーターの補助アドバイザーとして

2,400

冷蔵庫　1台
　給食冷却用冷蔵庫の老朽化に伴う買い替え

中学校の教材備品　1,137千円
中学校の理科教育備品　520千円

陣内幼稚園園舎増築に伴う設計業務費用

630

給食センター施設設備改修工事
　センター屋根、車庫シャッター、重油屋外タンクの改修

放送設備更新他、園児用備品

・大津北中学校駐輪場増設工事　   　　7,554千円
・大津中学校運動場南側防球ネット増設工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  4,841千円
他、老朽・破損、設備が不足する中学校施設改修等の工事費
用

生涯学習センター屋根等改修工事　１２，５００千円
ホール等空調改修工事　６０，５００千円

ホール等空調改修に伴う設計業務委託

19
負担金、補助及
び交付金

生徒用机椅子                        2,592千円
他、中学校施設用の一般備品

336
給食調理機器保守点検
　給食調理機器等の保守点検業務委託料

陣内幼稚園園舎増築工事費用
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単位：（千円）

議案第４０号　　　平成２５年度大津町公共下水道特別会計補正予算 （第１号）

土木部　下水道課 歳入

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

４．１．１ 1 　

一般会計繰入金 一般会計繰入金 △3,443

P７

土木部　下水道課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１．１．１ 2

総務管理費 給料他

P８

議案第４１号　　　平成２５年度大津町介護保険特別会計補正予算 （第１号）

福祉部  保険医療課 歳入

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

６．１．３ 1

福祉部　保険医療課 歳出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

３．１．２ 2
包括的支援事業費 給料他 2,254

P９

議案第４２号　　　平成２５年度大津町工業用水道事業会計補正予算 （第１号）

収益的支出

目　名 節 補正額 補正額の主な説明

１．１．３ １

総係費 給料

２

職員手当等

3

Ｐ説２ 法定福利費

1,104

人事異動に伴う補正850

412

人事異動等に伴うもの

人件費の補正に伴うもの

その他一般会計
繰入金
P８

職員給与費等繰
入金

2,254 人件費の補正に伴うもの

△3,443 人事異動等に伴うもの
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