
歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書　　　
１　総　　　括

(歳　入)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
款 　　補　　正　　前　　の　　額　　　 　　補　　　　　正　　　　　額　　　 　　　　　　　　計　　　　　　　　　 頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　
千円　 千円　 千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 1 県　　　税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      121,714,600                    121,714,600 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 2 地方消費税清算金　　　　　　　　　　　　　　　　　　       59,560,000                     59,560,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 3 地方譲与税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       25,508,000                     25,508,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 4 地方特例交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          666,000                        666,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 5 地方交付税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      224,986,878                    224,986,878 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 6 交通安全対策特別交付金　　　　　　　　　　　　　　　          359,000                        359,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 7 分担金及び負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　        2,838,736                      2,838,736 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 8 使用料及び手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　       10,478,420                     10,478,420 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 9 国庫支出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      179,242,605        8,930,658      188,173,263 入　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10 財産収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        1,925,556                      1,925,556 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
11 寄　附　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          375,232                        375,232 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
12 繰　入　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       26,818,622                     26,818,622 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
13 繰　越　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                1                              1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
14 諸　収　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       53,922,974                     53,922,974 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
15 県　　　債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       72,392,600                     72,392,600 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

令和４年度長崎県一般会計補正予算（第10号）

 1



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
款 　　補　　正　　前　　の　　額　　　 　　補　　　　　正　　　　　額　　　 　　　　　　　　計　　　　　　　　　 頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　
千円　 千円　 千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 歳　　　入　　　合　　　計　　　　　　　　　　　      780,789,224        8,930,658      789,719,882　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

 2



(歳　出)

　　 補　正　額　の　財　源　内　訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　
款 　 補正前の額　 　 補　正　額　 　　  計　　　 　　特　　　定　　　財　　　源　　　　　 一 般 財 源 頁　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　

　国支出金　 　地 方 債 　そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　

 1 議　会　費　　　　　　　　　　　　　　　       1,280,843                      1,280,843 　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
 2 総　務　費　　　　　　　　　　　　　　　      44,865,879        1,803,820       46,669,699        1,803,820 出　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
 3 生活福祉費　　　　　　　　　　　　　　　     115,565,768        1,319,581      116,885,349        1,319,581 出　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
 4 環境保健費　　　　　　　　　　　　　　　      67,070,070          620,556       67,690,626          620,556 出　　　　５　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
 5 労　働　費　　　　　　　　　　　　　　　       2,843,723                      2,843,723 　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
 6 農林水産業費　　　　　　　　　　　　　　      53,241,047        1,141,679       54,382,726        1,141,679 出　　　　７　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
 7 商　工　費　　　　　　　　　　　　　　　      69,697,199        3,867,529       73,564,728        3,867,529 出　　　１１　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
 8 土　木　費　　　　　　　　　　　　　　　      74,076,819                     74,076,819 　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
 9 警　察　費　　　　　　　　　　　　　　　      38,680,640                     38,680,640 　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
10 教　育　費　　　　　　　　　　　　　　　     145,532,652          177,493      145,710,145          177,493 出　　　１３　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
11 災害復旧費　　　　　　　　　　　　　　　       8,802,886                      8,802,886 　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
12 公　債　費　　　　　　　　　　　　　　　      96,555,606                     96,555,606 　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
13 諸支出金　　　　　　　　　　　　　　　　      62,176,092                     62,176,092 　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
14 予　備　費　　　　　　　　　　　　　　　         400,000                        400,000 　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
歳　　出　　合　　計　　　　　　　　　     780,789,224        8,930,658      789,719,882        8,930,658　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　
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