
36,067,400　　歳入合計　　 36,060,400 7,000

169,221

  6 広域連合補助金 21,521 △2,564 18,957

  5 雑入 181,225 △12,004

1,342,180

 18 諸収入 785,757 △14,568 771,189

  1 基金繰入金 1,290,680 51,500

797,738

 16 繰入金 1,290,680 51,500 1,342,180

  2 県補助金 817,493 △19,755

9,951,312

 13 県支出金 2,301,037 △19,755 2,281,282

  2 国庫補助金 9,961,489 △10,177

　計　

 12 国庫支出金 12,015,673 △10,177 12,005,496

　款　 　項　 　補正前の額　　補　正　額　

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入
（単位：千円）

-2- 一般会計



△750 813,695

  3 中学校費 335,417 △3,000 332,417

  2 小学校費 814,445

3,637,215

  1 教育総務費 362,680 △2,209 360,471

 10 教育費 3,693,791 △56,576

2,841,876

  6 住宅費 136,401 △800 135,601

  8 土木費 2,842,676 △800

1,741,459

  1 商工費 1,611,295 130,164 1,741,459

  7 商工費 1,611,295 130,164

1,190,315

  1 農業費 1,129,252 △6,176 1,123,076

  6 農林水産業費 1,196,491 △6,176

1,448,789

  2 清掃費 906,970 △750 906,220

  1 保健衛生費 1,464,445 △15,656

5,874,559

  4 衛生費 2,371,415 △16,406 2,355,009

  2 児童福祉費 5,867,499 7,060

10,349,880

  1 社会福祉費 4,231,647 △8,259 4,223,388

  3 民生費 10,351,079 △1,199

9,258,003

  2 徴税費 283,512 △2,552 280,960

  1 総務管理費 9,288,095 △30,092

　補正前の額　　補　正　額　

239,507

  2 総務費 9,815,341 △32,644 9,782,697

  1 議会費 248,870 △9,363

  5 社会教育費 1,634,237 △19,265 1,614,972

 

歳　出
（単位：千円）

　計　

  1 議会費 248,870 △9,363 239,507

　款　 　項　

  6 保健体育費 393,993 △31,352 362,641

　　歳出合計　　 36,060,400 7,000 36,067,400

-3- 一般会計



　款　 　補正前の額　 　補　正　額　 　計　

 12 国庫支出金 12,015,673 △10,177 12,005,496

　　歳入合計　　 36,060,400 7,000 36,067,400

 18 諸収入 785,757

 13 県支出金 2,301,037 △19,755 2,281,282

△14,568 771,189

 16 繰入金 1,290,680 51,500 1,342,180

歳　入
（単位：千円）

　歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１．総　括

-4- 一般会計



（単位：千円）

△29,932 △14,579 51,511　　歳出合計　　 36,060,400 7,000 36,067,400

△800  8 土木費 2,842,676 △800 2,841,876

△11,718 △1,660 △43,198 10 教育費 3,693,791 △56,576 3,637,215

△2,185 △557 △3,434  6 農林水産業費 1,196,491 △6,176 1,190,315

△7,146 137,310  7 商工費 1,611,295 130,164 1,741,459

△850 △2,198 1,849  3 民生費 10,351,079 △1,199 10,349,880

△3,930 △2,564 △9,912  4 衛生費 2,371,415 △16,406 2,355,009

△9,363  1 議会費 248,870 △9,363 239,507

△7,600 △20,941  2 総務費 9,815,341 △32,644 9,782,697 △4,103

 

歳　出

　款　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳

特定財源

一般財源

国県支出金 地方債 その他

-5- 一般会計



(款) 13 県支出金    (項)  2 県補助金

(款) 16 繰入金    (項)  1 基金繰入金

(款) 18 諸収入    (項)  5 雑入

（一財）自治総合センター助成金                             △4,000

その他雑入                                                 △2,206

（独）日本スポーツ振興センター助成金                       △1,600

（一財）地域活性化センター助成金                           △2,000

158,345 △11,671 146,674  3 雑入   6 雑入 △11,671 いきがい講座受講料                                         △1,865

  2 納付金 22,830 △333 22,497   2 福祉事業納付金 △333 食の自立支援事業納付金                                       △333

  1 基金繰入金 1,290,680 51,500 1,342,180   1 基金繰入金

　計　 1,290,680 51,500 1,342,180

51,500 財政調整基金繰入金                                          51,500

オリンピック東京大会事前合宿誘致事業費補助金              △10,000

　計　 817,493 △19,755 797,738

  1 商工費補助金

  4 保健体育費補助金 △11,000 オリンピック東京大会事前キャンプ誘致事業費補助金           △1,000

  8 教育費県補助金 34,012 △11,718 22,294   3 社会教育費補助金 △718 社会教育活動費等補助金                                       △718

△473 合宿誘致推進事業費補助金                                     △473

農のある生活応援実践事業費補助金                             △350

  6 商工費県補助金 29,955 △473 29,482

ライフステージに応じた食育推進事業費補助金                   △313

  5 農林水産業費県補助金 300,375 △2,185 298,190   1 農業費補助金 △2,185 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金                     △1,522

ふくい健康づくり推進事業費補助金                             △500

胃がんリスク血液検査事業費補助金                              △70

  1 保健衛生費補助金

地域自殺対策緊急強化特別事業費補助金                         △344

がん検診受診率アップ推進事業費等補助金                     △1,272

△3,097 健康増進事業費補助金                                         △911

  2 児童福祉費補助金 △250 ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業費補助金                 △250

  3 衛生費県補助金 9,254 △3,097 6,157

402,370 △450 401,920  2 民生費県補助金   1 社会福祉費補助金 △200 地域生活支援事業費等補助金                                   △200

新しい福井の働き方・暮らし方推進事業費補助金                 △500

空き家対策支援事業費補助金                                   △500

新ふるさと創造推進事業費補助金                               △432

38,173 △1,832 36,341  1 総務費県補助金   1 総務管理費補助金 △1,832 原子力防災対策事業支援補助金                                 △400

9,961,489 △10,177 9,951,312

母子保健衛生費補助金                                         △488

　計　

  1 保健衛生費補助金 △833 疾病予防対策事業費等補助金                                   △345

  2 民生費国庫補助金 1,170,179 △400 1,169,779   2 社会福祉費補助金 △400 地域生活支援事業費等補助金                                   △400

  3 衛生費国庫補助金 18,951 △833 18,118

  1 総務費国庫補助金 8,028,761 △8,944 8,019,817   9 総務管理費補助金 △1,000

　説明　
　区分　

 19 地方創生推進交付金 △7,944 地方創生推進交付金                                         △7,944

空き家対策支援事業費補助金                                 △1,000

２．歳入

　金額　

(款) 12 国庫支出金    (項)  2 国庫補助金 （単位：千円）

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　
　節　



(款) 18 諸収入    (項)  6 広域連合補助金

　計　 21,521 △2,564 18,957

  1 衛生費広域連合補助金 21,521 △2,564 18,957   1 保健衛生費補助金 △2,564 後期高齢者保健事業費補助金                                 △2,564

　計　 181,225 △12,004 169,221

(款) 18 諸収入    (項)  5 雑入 （単位：千円）

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　
　節　

　説明　
　区分　 　金額　



△3,363△9,363   3 職員手当等

 18 負担金補助及

（単位：千円）

　説明　

３．歳出

(款)  1 議会費    (項)  1 議会費

　区分　
　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳 　節　

特定財源
一般財源 　金額　

国県支出金 地方債 その他

 政務活動費                                                △6,000

       18 負担金補助及び交付金                             △6,000

    び交付金

 議員報酬                                                  △3,363

△6,000         3 職員手当等                                       △3,363

  1 議会費 248,870 △9,363 239,507

　計　 248,870 △9,363 239,507 △9,363

△449  職員給与費                                                  △449

  7 報償費 △391         3 職員手当等                                         △449

  1 一般管理費 8,033,902 △1,870 8,032,032 △1,870   3 職員手当等

(款)  2 総務費    (項)  1 総務管理費

△770  人事管理事務諸経費                                        △1,421

 18 負担金補助及 △260         7 報償費                                             △391

  8 旅費

        8 旅費                                               △770

       18 負担金補助及び交付金                               △260

    び交付金

△1,516  2 文書広報費 31,757 △1,516 30,241 △28  広報・広聴活動諸経費                                      △1,516

 10 需用費 △116         8 旅費                                                △28

  8 旅費

△1,300        10 需用費                                             △116

 12 委託料 △72        11 役務費                                           △1,300

 11 役務費

  8 交通対策費 237,516 △555 236,961

       12 委託料                                              △72

 12 委託料 △305  コミュニティバス運行事業費                                  △555

△250        12 委託料                                             △305

△555

    び交付金        18 負担金補助及び交付金                               △250

 18 負担金補助及

△2,203 △7,600 △9,304 13 企画費 269,804 △19,107 250,697 △120  さばえの魅力発信事業費                                    △1,179

  8 旅費 △3,042         8 旅費                                               △350

  7 報償費

△464        10 需用費                                             △100

 12 委託料 △7,264        12 委託料                                             △179

 10 需用費

△2,217        13 使用料及び賃借料                                   △550

    借料  シティプロモーション推進事業費                            △3,265

 13 使用料及び賃

△6,000         7 報償費                                             △120

    び交付金         8 旅費                                               △250

 18 負担金補助及

       10 需用費                                             △364

       12 委託料                                           △2,021

       13 使用料及び賃借料                                   △510

 持続可能な地域推進事業費                                 △14,663

        8 旅費                                             △2,442

       12 委託料                                           △5,064

       13 使用料及び賃借料                                 △1,157

       18 負担金補助及び交付金                             △6,000

△1,294

    画推進費

 17 男女共同参 9,968 △1,294 8,674 △1,294  男女共同参画事業費                                        △1,294

       12 委託料                                           △1,294

 12 委託料



(款)  2 総務費    (項)  1 総務管理費 （単位：千円）

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳 　節　

　説明　特定財源
一般財源 　区分　 　金額　

国県支出金 地方債 その他

 20 防災・防犯 173,204 △5,750 167,454 △1,900 △3,850   7 報償費 △130  防災事務諸経費                                            △2,176

    諸費   8 旅費 △257         8 旅費                                               △257

 10 需用費 △994        10 需用費                                             △400

 11 役務費 △50        12 委託料                                           △1,172

 12 委託料 △1,172        13 使用料及び賃借料                                   △314

 13 使用料及び賃 △344        18 負担金補助及び交付金                                △33

    借料  防犯事務諸経費                                              △814

 14 工事請負費 △370        10 需用費                                             △414

 18 負担金補助及 △2,433        13 使用料及び賃借料                                    △30

    び交付金        14 工事請負費                                         △370

 空き家対策事業費                                          △2,000

       18 負担金補助及び交付金                             △2,000

 自主防災組織活動支援事業費                                  △760

        7 報償費                                             △130

       10 需用費                                             △180

       11 役務費                                              △50

       18 負担金補助及び交付金                               △400

　計　 9,288,095 △30,092 9,258,003 △4,103 △7,600 △18,389

(款)  2 総務費    (項)  2 徴税費

  2 賦課徴収費 100,237 △2,552 97,685 △2,552  12 委託料 △2,552  賦課徴収事務諸経費（税務課）                              △2,552

       12 委託料                                           △2,552

　計　 283,512 △2,552 280,960 △2,552

  1 社会福祉総 196,334 △2,098 194,236 △2,098   7 報償費 △34  食と健康・福祉フェア開催事業費                            △2,098

(款)  3 民生費    (項)  1 社会福祉費

    務費  12 委託料 △1,983         7 報償費                                              △34

 13 使用料及び賃 △81        12 委託料                                           △1,983

    借料        13 使用料及び賃借料                                    △81

  5 高齢者福祉 116,175 △5,161 111,014 △2,198 △2,963   7 報償費 △20  高齢者のいきがいと健康づくり推進事業費                    △2,500

    費  10 需用費 △24         7 報償費                                              △20

 12 委託料 △4,985        10 需用費                                              △24

 13 使用料及び賃 △132        12 委託料                                           △2,324

    借料        13 使用料及び賃借料                                   △132

 ひとり暮らし高齢者のつどい開催事業費                      △1,770

       12 委託料                                           △1,770

 食の自立支援事業費                                          △891

       12 委託料                                             △891



(款)  3 民生費    (項)  1 社会福祉費 （単位：千円）

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳 　節　

　説明　特定財源
一般財源 　区分　 　金額　

国県支出金 地方債 その他

 12 障害者福祉 2,163,854 △1,000 2,162,854 △600 △400  12 委託料 △1,000  社会参加促進事業費                                        △1,000

    費        12 委託料                                           △1,000

　計　 4,231,647 △8,259 4,223,388 △600 △2,198 △5,461

  2 母子福祉費 365,104 △500 364,604 △250 △250  19 扶助費 △500  ひとり親家庭の子育て安心プラン事業                          △500

(款)  3 民生費    (項)  2 児童福祉費

       19 扶助費                                             △500

  5 児童手当費 1,522,135 10,000 1,532,135 10,000  19 扶助費 10,000  子ども子育て応援給付金給付事業費                           10,000

       19 扶助費                                            10,000

  9 子育て支援 371,125 △2,440 368,685 △2,440  12 委託料 △1,900  出会い交流サポート事業費                                    △900

    費  18 負担金補助及 △540        12 委託料                                             △900

    び交付金  地域で育む子育て支援ネットワーク事業費                    △1,000

       12 委託料                                           △1,000

 母親クラブ活動費補助金                                      △540

       18 負担金補助及び交付金                               △540

　計　 5,867,499 7,060 5,874,559 △250 7,310

(款)  4 衛生費    (項)  1 保健衛生費

  1 保健衛生総 253,908 △1,256 252,652 △488 △768   7 報償費 △936  母子保健事業費                                            △1,256

    務費  12 委託料 △320         7 報償費                                             △936

       12 委託料                                             △320

  2 予防費 306,068 △10,704 295,364 △3,442 △2,564 △4,698   7 報償費 △937  健康診査事業費                                            △3,615

  8 旅費 △79        11 役務費                                              △40

 10 需用費 △1,087        12 委託料                                           △3,575

 11 役務費 △1,042  がん検診事業費                                            △2,768

 12 委託料 △7,539         7 報償費                                              △12

 18 負担金補助及 △20        10 需用費                                             △742

    び交付金        11 役務費                                             △315

       12 委託料                                           △1,699

 健康増進事業費                                            △4,321

        7 報償費                                             △925

        8 旅費                                                △79

       10 需用費                                             △345

       11 役務費                                             △687

       12 委託料                                           △2,265

       18 負担金補助及び交付金                                △20

  6 公害対策費 26,756 △536 26,220 △536  11 役務費 △536  公害監視測定事務諸経費                                      △536

       11 役務費                                             △536

  8 環境管理費 21,048 △3,160 17,888 △3,160   8 旅費 △13  環境まちづくり推進事業費                                  △2,193



(款)  4 衛生費    (項)  1 保健衛生費 （単位：千円）

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳 　節　

　説明　特定財源
一般財源 　区分　 　金額　

国県支出金 地方債 その他

(環境管理費)  12 委託料 △2,629         8 旅費                                                △13

 18 負担金補助及 △518        12 委託料                                           △2,162

    び交付金        18 負担金補助及び交付金                                △18

 自然環境保全推進事業費                                      △467

       12 委託料                                             △467

 環境まちづくり推進事業費補助金                              △500

       18 負担金補助及び交付金                               △500

　計　 1,464,445 △15,656 1,448,789 △3,930 △2,564 △9,162

(款)  4 衛生費    (項)  2 清掃費

  1 清掃総務費 906,970 △750 906,220 △750  18 負担金補助及 △750  グリーンリサイクルタウン事業費                              △750

    び交付金        18 負担金補助及び交付金                               △750

　計　 906,970 △750 906,220 △750

  3 農業振興費 124,460 △6,176 118,284 △2,185 △557 △3,434   7 報償費 △462  元気さばえ食育推進事業費                                  △2,824

(款)  6 農林水産業費    (項)  1 農業費

  8 旅費 △192         7 報償費                                             △462

 10 需用費 △774        10 需用費                                             △654

 11 役務費 △68        11 役務費                                              △58

 12 委託料 △1,530        12 委託料                                           △1,530

 13 使用料及び賃 △120        13 使用料及び賃借料                                   △120

    借料  ６次産業化応援事業費                                        △922

 18 負担金補助及 △3,030         8 旅費                                               △192

    び交付金        10 需用費                                             △120

       11 役務費                                              △10

       18 負担金補助及び交付金                               △600

 さばえエコ農業支援対策事業費                              △2,030

       18 負担金補助及び交付金                             △2,030

 農のある生活応援実践事業費                                  △400

       18 負担金補助及び交付金                               △400

　計　 1,129,252 △6,176 1,123,076 △2,185 △557 △3,434

  2 商工振興費 1,399,316 138,348 1,537,664 △7,146 145,494   7 報償費 △1,565  地域産業振興事業費                                       △12,425

(款)  7 商工費    (項)  1 商工費

  8 旅費 △2,500         7 報償費                                             △825

 10 需用費 △469         8 旅費                                               △142

 12 委託料 △12,210        10 需用費                                              △50



(款)  7 商工費    (項)  1 商工費 （単位：千円）

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳 　節　

　説明　特定財源
一般財源 　区分　 　金額　

国県支出金 地方債 その他

(商工振興費)  13 使用料及び賃 △410        12 委託料                                           △9,355

    借料        13 使用料及び賃借料                                   △310

 18 負担金補助及 155,502        18 負担金補助及び交付金                             △1,743

    び交付金  産学官連携事業費                                          △4,828

        7 報償費                                             △740

        8 旅費                                             △1,958

       10 需用費                                             △395

       12 委託料                                           △1,635

       13 使用料及び賃借料                                   △100

 街なか賑わいづくり振興事業費                              △2,629

       18 負担金補助及び交付金                             △2,629

 お試しサテライトオフィスモデル事業                          △400

        8 旅費                                               △400

 学生連携事業費                                            △3,145

       10 需用費                                              △24

       12 委託料                                           △1,220

       18 負担金補助及び交付金                             △1,901

 新型コロナウイルス対策費（商工政策課）                    190,000

       18 負担金補助及び交付金                             190,000

 さばえものづくり博覧会開催事業費                         △10,000

       18 負担金補助及び交付金                            △10,000

 ものづくり振興交付金                                     △17,725

       18 負担金補助及び交付金                            △17,725

 小規模事業経営改善指導等補助金                              △500

       18 負担金補助及び交付金                               △500

  3 観光費 34,726 △8,184 26,542 △8,184   7 報償費 △12  観光事務諸経費                                            △2,540

  8 旅費 △284         8 旅費                                               △284

 10 需用費 △1,500        10 需用費                                           △1,500

 12 委託料 △750        12 委託料                                             △750

 13 使用料及び賃 △6        13 使用料及び賃借料                                     △6

    借料  つつじまつり開催事業費                                    △3,512

 18 負担金補助及 △5,632         7 報償費                                              △12

    び交付金        18 負担金補助及び交付金                             △3,500

 丹南広域観光協議会等負担金                                △2,132

       18 負担金補助及び交付金                             △2,132

　計　 1,611,295 130,164 1,741,459 △7,146 137,310

(款)  8 土木費    (項)  6 住宅費

  2 住宅建設費 66,400 △800 65,600 △800  18 負担金補助及 △800  アジア建築学生国際サマーワークショップ支援事業費            △800

    び交付金        18 負担金補助及び交付金                               △800



(款)  8 土木費    (項)  6 住宅費 （単位：千円）

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳 　節　

　説明　特定財源
一般財源 　区分　 　金額　

国県支出金 地方債 その他

　計　 136,401 △800 135,601 △800

  2 事務局費 157,555 △1,829 155,726 △1,829   3 職員手当等 △129  職員給与費                                                  △129

(款) 10 教育費    (項)  1 教育総務費

 27 繰出金 △1,700         3 職員手当等                                         △129

 奨学資金貸与基金繰出金                                    △1,700

       27 繰出金                                           △1,700

  3 教育指導費 201,984 △380 201,604 △380  18 負担金補助及 △380  小中学校連合音楽会等補助金                                  △380

    び交付金        18 負担金補助及び交付金                               △380

　計　 362,680 △2,209 360,471 △2,209

(款) 10 教育費    (項)  2 小学校費

  2 教育振興費 342,156 △750 341,406 △750  18 負担金補助及 △750  各種学校行事費補助金                                        △750

    び交付金        18 負担金補助及び交付金                               △750

　計　 814,445 △750 813,695 △750

  2 教育振興費 204,949 △3,000 201,949 △3,000  18 負担金補助及 △3,000  各種学校行事費補助金                                      △3,000

(款) 10 教育費    (項)  3 中学校費

    び交付金        18 負担金補助及び交付金                             △3,000

　計　 335,417 △3,000 332,417 △3,000

(款) 10 教育費    (項)  5 社会教育費

  1 社会教育総 61,352 △2,854 58,498 △2,854  18 負担金補助及 △2,854  市民運動推進団体負担金                                      △154

    務費     び交付金        18 負担金補助及び交付金                               △154

 社会教育諸団体活動費補助金等                              △2,700

       18 負担金補助及び交付金                             △2,700

  2 公民館費 503,073 △3,801 499,272 △718 △3,083   7 報償費 △1,096  各種学級運営費                                            △1,381

  8 旅費 △48         7 報償費                                             △513

 10 需用費 △992         8 旅費                                                △21

 11 役務費 △42        10 需用費                                             △351

 12 委託料 △1,073        11 役務費                                              △25

 13 使用料及び賃 △550        13 使用料及び賃借料                                   △471

    借料  放課後子ども教室推進事業費                                △2,420

        7 報償費                                             △583

        8 旅費                                                △27

       10 需用費                                             △641

       11 役務費                                              △17



(款) 10 教育費    (項)  5 社会教育費 （単位：千円）

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳 　節　

　説明　特定財源
一般財源 　区分　 　金額　

国県支出金 地方債 その他

(公民館費)        12 委託料                                           △1,073

       13 使用料及び賃借料                                    △79

  7 文化費 119,301 △7,181 112,120 △60 △7,121   7 報償費 △210  文化振興諸経費                                            △3,098

  8 旅費 △132         7 報償費                                             △150

 10 需用費 △372         8 旅費                                               △121

 11 役務費 △45        10 需用費                                             △372

 12 委託料 △3,670        11 役務費                                              △45

 13 使用料及び賃 △57        12 委託料                                           △2,370

    借料        13 使用料及び賃借料                                    △40

 18 負担金補助及 △2,695  文化財管理事務諸経費                                      △1,388

    び交付金         7 報償費                                              △60

        8 旅費                                                △11

       12 委託料                                           △1,300

       13 使用料及び賃借料                                    △17

 文化団体活動費補助金                                      △2,695

       18 負担金補助及び交付金                             △2,695

 12 文化の館費 406,478 △5,159 401,319 △5,159  12 委託料 △5,159  文化の館管理運営費                                        △5,159

       12 委託料                                           △5,159

 15 ユーカルさ 20,982 △270 20,712 △270  12 委託料 △270  各種講座等運営費                                            △270

    ばえ費        12 委託料                                             △270

　計　 1,634,237 △19,265 1,614,972 △718 △60 △18,487

  2 体育振興費 71,023 △31,352 39,671 △11,000 △1,600 △18,752  12 委託料 △300  体育振興諸経費                                           △27,452

(款) 10 教育費    (項)  6 保健体育費

 18 負担金補助及 △31,052        12 委託料                                             △300

    び交付金        18 負担金補助及び交付金                            △27,152

 各種スポーツ大会開催費                                    △2,000

       18 負担金補助及び交付金                             △2,000

 生涯スポーツ振興交付金                                    △1,900

       18 負担金補助及び交付金                             △1,900

　計　 393,993 △31,352 362,641 △11,000 △1,600 △18,752



職 員 数

（人） 報 酬 給 料
期末手当
支 給 率

　（月分）

寒冷地
手  当

その他の
手  　当

計

7,936

(3.40月分)

30,273

(3.40月分)

その他の
特 別 職

840 56,294 56,294 2,305 58,599

計 863 155,226 25,038 38,209 75 218,548 42,003 260,551

8,514

(3.40月分)

33,636

(3.40月分)

その他の
特 別 職

840 56,294 56,294 2,305 58,599

計 863 155,226 25,038 42,150 75 222,489 42,003 264,492

その他の
特 別 職

0 0 0 0 0

計 0 0 0 △ 3,941 0 △ 3,941 0 △ 3,941

補正後

長　等 3 25,038

議　員 20 98,932

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

１　特　別　職 （単位　千円）

区　　分

給　　　　　　与　　　　　　　費

共済費 合　計 備　考

75 33,049 4,604 37,653

補正前

長　等 3 25,038 4,604 38,231

129,205 35,094 164,299

75 33,627

△ 578 0

議　員 20 98,932

比　較

長　等 0 0

議　員 0 0

132,568 35,094 167,662

△ 578 0 △ 578

△ 3,363 △ 3,363 0 △ 3,363
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