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平成27年度　一般会計･特別会計補正予算比較表

会計名 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�(単位:千円) 摘要 

般会計 ��bﾃcc"ﾃ�s��353,206 ��rﾃ��Rﾃ3sr� 

簡易永道事業特別会計 鉄�bﾃ3���▲295 鉄�bﾃ�コ� 

国民健康保険特別会計 迭ﾃ#C�ﾃc�r� 迭ﾃ#C�ﾃc�r� 

公共下水道事業特別会計 都�Bﾃcs2�▲2,127 都�"ﾃSCb� 

地方卸売市場事業特別会計 ���ﾃS�"� ���ﾃS�"� 

介護保険特別会計 �2ﾃc�"ﾃc3B� �2ﾃc�"ﾃc3B� 

国民宿舎特別会計 都Rﾃ�#�� 都Rﾃ�#�� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��Rﾃs#r� ��Rﾃs#r� 

療育事業特別会計 �#�ﾃS途�▲421 �#�ﾃ�sb� 

後期高齢者医療特別会計 鼎�Bﾃ���� 鼎�Bﾃ���� 

合計 �#rﾃ#s2ﾃSs2�350,363 �#rﾃc#2ﾃ�3b� 

公営企業会計補正予算比較表

(単位:千円) 

会計名 劍ｯ�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�摘要 

水 道 事 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 鼎#津�3�� 鼎#津�3�� 

支出 鼎#づイ2� 鼎#づイ2� 

差引 ��迭� ��迭� 

資本的収支 假ｹ?ﾂ�153,381 ��153,381 ��支出 �33rﾃ3��� �33rﾃ3��� 

差引 ��3��2ﾃ���� ��3��2ﾃ���� 
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平成27年度一般会計補正予算(第6号)構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��chﾘb��合計 剳竦ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

l市税 �"ﾃ�#Rﾃ�3b�17.6 ��2,925,036 ��r�"� 

2地方譲与税 ���rﾃ�#b�0.7 ��117,926 ��縒� 

3利子割交付金 �2ﾃ�#2�0.0 ��3,823 ����� 

4配当割交付金 澱ﾃ�s"�0.0 ��6,172 ����� 

5慧式等腎所得慧 釘ﾃ3�"�0.0 ��4,382 ����� 

6地方消費税交付金 鼎C�ﾃS湯�2.6 ��440,599 �"綯� 

9,676 ����� 湯ﾃcsb�0.1 ��

8地方特例交付金 ��"ﾃcヲ�0.1 ��12,689 備��� 

9地方交付税 迭ﾃ3CRﾃ�#r�32.1 田bﾃツ��5,411,895 �3�繧�普通交付税66,868 

･o芸鷺.誓言霊 澱ﾃ����0.0 ��6,000 ����� 

11分担金及び負担金 ��ッﾃ��2�1.1 ��3津#3r�177,576 犯ﾂ�保育所委託児童保護者負担金▲9,237 

12使用料及び手数料 ����ﾃ塔��1.1 ��180,989 ����� 

13国庫支出金 �"ﾃ��2ﾃャB�12.6 ���BﾃCs2�2,208,357 ��2���介護給付費8,803 訓練等給付費27,256 補装具給付費468 保育所運営費19,146 児童発達支援事業費15,600 生活保護費11,218 地域活性化.地域住民生活等緊急支援交10,000 付金 選挙人名持システム改修費458 地域生活支援事業費251 子ども.子育て支援交付金16,178 保育緊急確保事業費▲4,905 

14県支出金 ��ﾃ3�"ﾃ�3b�8_4 ��づscR�1,410,801 唐�2�介護給付費4,401 訓練等給付費13,628 補装具給付費234 保育所運営費9,573 児童発達支援事業費7,800 鹿児島県地域振興推進事業費14,500 地域生活支援事業費125 放課後児童健全育成事業費▲10,846 第3子以降の保育料等軽減事業費▲417 保育対策等促進事業費▲28,634 子ども.子育て支援交付金16,178 保育緊急確保事業費▲4,905 環境保全型農業直接支払交付金300 多面的機能支払交付金261 県議会議員選挙費委託金▲2,015 海区漁業調整委員会委員選挙費委託金▲1,418 

15財産収入 �3"ﾃ3SR�0_2 ��32,355 ���"� 

16寄附金 都�ﾃ��"�0.4 ����ﾃ����170,102 �����ふるさと納税寄附金100,000 

17繰入金 塔c�ﾃ塔B�5.2 �3�ﾃC�"�892,396 迭�"�財政調整基金繰入金31,412 

18繰越金 鼎��ﾃs�B�2.9 ��481,714 �%�� 

19諸収入 ��cRﾃsC��1.0 白ﾃc#R�167,373 �����青年就農給付金過年度返還金1,625 

20市債 �"ﾃ3�bﾃ#�b�13.9 �3津3���2,355,516 ��2繧�保健体育施設災害7,200 総務施設災害18,700 民生施設災害1,700 衛生施設災害4,800 商工施設災害6,900 

歳入合計 ��bﾃcc"ﾃ�s��100.0 �3S2ﾃ#�b�17,015,377 ������� 

-般財漁一般財源 ���ﾃcsbﾃ3�b�64.I 涛づ#���10,774,596 田2�2� 

区分特定財源 迭ﾃ塔RﾃゴR�35.9 �#SBﾃ�#b�6,240,781 �3b縒� 

自主財源自主財源 釘ﾃ���ﾃ�唐�29.4 ��#2ﾃ����5,023,898 �#偵R� 

区分依存財源 免ﾂﾃsc"ﾃ�s2�70.6 �##津C�b�ll,991,479 都��ｳR� 
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(歳出)(単位=千円,%) 

衣 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��chﾘb��合計 剳竦ｳの内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

l議会費 ��s2ﾃ塔��1.0 ��3s#R�173,264 �����給与費等▲725 

2総務費 �"ﾃ�SRﾃSs��12.3 ��cづc�"�2,224,190 ��2���給与費等▲5,380 一般管理費(臨時職員賃金等)4,120 ふるさと納税推進事業49,288 ふるさと寄附金基金積立金100,000 公民館安全灯施設補助金1,300 自治公民館建設整備事業補助金266 まちづくり計画事業補助金(ハ-ド事業)2,083 市税過誤納遼付金23,500 選挙人名挿システム改修経費916 県議会議員選挙費▲2,015 農業委員会委員選挙費▲4,048 梅区漁業調整委員会委員選挙費▲1,418 

3民生費 釘ﾃ�SBﾃ�ィ�24.9 ��c�ﾃ��2�4,315,167 �#R紕�給与費等▲3,979 地域生活支援事業503 障害者総合支援泣介笹給付等事業73,056 放課後児童健全育成事業5,499 延長保育促進事業補助金▲30,905 特別保育事業補助金1,218 私立保育所運営費56,313 児童発達支援事業費31,231 療育事業特別会計繰出金3,931 生福保育所運営費9,259 生活保護扶助費14,957 

4衛生費 �"ﾃ#釘ﾃ�#2�13.8 ��3��ﾃc�2�2,283,330 ��2紕�給与費等▲10,398 簡易水道事業特別会計繰出金▲295 

5労働費 途ﾃcC2�0.1 ��7,643 ��苒� 

6農林水産業費 田sづCc��4.1 迭�3S��683,820 釘���給与費等▲4,366 台風被書緊急対策果樹支援事業補助金5,500 環境保全型農業直接支払交付金400 県支出金返還金1,625 肥育素牛導入保留緊急対策事菜補助金600 ′ト規模土地改良事業補助金1,600 市単独土地改良事業事務費▲350 多面的機能支払交付金350 

7商工費 鉄3津3S��3.2 �#�ﾃCSR�560,806 �2�2�給与費等▲8,783 串木野.甑島航路活性化推進事業補助金900 冠岳花川砂防公園整備事業29,338 

8土木費 �"ﾃ#Crﾃ鉄"�13.5 ��32ﾃ��"�2,244,940 ��2�"�給与費等▲885 公共下水道事業特別会計繰出金▲2,127 

9消防費 鉄c2ﾃ�c2�3.4 澱ﾃ##b�569,389 �2�2�給与費等6,226 

10教育費 ��ﾃS�"ﾃC�B�9.5 釘ﾃ����1,587,305 湯�2�給与費等▲3,699 教師用指導書等購入費7,400 学校給食センター建設事業1,200 

11災害復旧費 �#Sbﾃ3ヲ�I.5 ��256,389 ��絣� 

12公債費 �"ﾃ�湯ﾃ�3B�12_6 ��2,099,134 ��"�2� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��bﾃcc"ﾃ�s��100.0 �3S2ﾃ#�b� 免���� 
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一般会計補正予算(第6号)性質別比較表

区分 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第6号) 俘xﾇb�忠%�献ｩ�x冷ﾂR��^)�8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 杏 的 級 費 ��ﾈﾈ���3,058,457 ���2�▲37,020 �2ﾃ�#�ﾃC3r�17.8 从ｹu餒��33"ﾃScB�ﾊxｶ8檍ｶ8什�仍9N��3#モ�E�h効醜檍効什�仍9N��32ﾃ3s��､8ｾhｹ仂i+)�闌�X檍効什�仍9N��3�3���ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZY�I�佰�WHｾ�駟k�N��C��

扶助費 �"ﾃ��"ﾃ#c��16.9 ��sbﾃc�B�2,988,865 ��r綯�児童手当575 地域生活支援事業503 障富者総合支援法介護給付等事業73,056 私立保育所運営費56,313 児童発達支援事業費31,200 生活保護扶助費14,957 

公債費 �"ﾃ�湯ﾃ�3B�12.6 ��2,099,134 ��"�2� 

計 途ﾃ田津ゴ"�47.8 ��3津Sィ�8,109,436 鼎r縒� 

柄 費 兒以���I,615,658 燈��74,442 白ﾃc��ﾃ����9.9 壷LｨｬyyﾙN�}X鳬�X什,�ｾ�9駐Bﾃ�#��-8.�+8,iEｹ�Y�I�倬hｼcC津#モ��仍9�ﾉkﾈﾝ85h5�6X8�淙�8ﾆ���b�ﾊxｶ8檍ｶ8什�乂yN��3�ﾃs���E�h効醜檍効什�仍8���3c�2�､8ｾhｹ仂i+)�闌�X檍効什�仍9N��3CcB�_ｨ攤ﾎ8髯;hﾉ)�8孜�ﾈ馼ｼcRﾃC湯�髯;iJﾙ$(辷�馼ｼiN�3���iY�ｸ支�戊�9N�ﾃ#S���9%�<i7�&陝ﾉ|x馼ｼh駟k�N��33S���ﾙlｩ4冕ｹEﾈ迚ZY�I�佰�WHｾ�駟k�N��3�C��ｪXｧ�I�ﾈﾛｹf委hﾙ��餔X馼ｼc�B�ｻ8蹣w�轌;���9俎y?ﾉN�ﾃC���ｧxﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ馼ｼc�ﾃ#���

維持補修費 �#Sづs3b�1.5 ��258,736 ��絣� 

的 経 費 竸(�N�9��1,312,985 途纈�4,722 ��ﾃ3�rﾃs�r�7.8 佰ij����99H郢�ﾙ���ｾ��ﾃ3����9�X曁ﾎｹEｸｭ)WHｾ�#2ﾃS���ﾊxｶ8檍ｶ8什�仍9N��3��E�h効醜檍効什�仍9N��3Sr�､8ｾhｹ仂i+)�闌�X檍効什�仍9N��3#B�露+y]ｸ孜�9�倬hｼik傚Xｾ��33�ﾃ��R�鳬¥ｩ]ｸ尸vXﾝ運(�ｾ��ﾃ#����IYyNﾘ･�ｽ亶ﾙ�鞜H惠�辷�馼ｼi^(�ｾ�RﾃS���ｬ(ｺｹ]ｹ�8ﾅ颱�i+ﾉ�ｨ迚ZXﾏ�WHｾ�C���ﾊx辷�ｾ�]Hｭ(ｾ��ﾃc#R�Nﾈ孜�hｸﾙ;�?ﾉ]ｹz�亶ﾘﾔHﾟH馼ｼi^(�ｾ�c����ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZXﾏ�WHｾ�3S��ｿ��Ynﾂ鞁�8xﾗ�цｨ��ｸ峪�I�倬hｼi^(�ｾ�����ｪXｧ�I�ﾈﾛｹf委hﾙ��餔X馼ｼc3#B�

計 �2ﾃ�ビﾃ3s��19.1 都津�cB�3,266,543 ��偵"� 

そ の 他 の 経 ���xｾ��346,148 �"���100,000 鼎Cbﾃ�C��2.6 �-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎���xｾ���������

投資.出資.貸付金 ��ﾃツ��0.0 ��1,860 ����� 

繰出金 白ﾃ#�"ﾃピR�7.7 ��ﾃS���1,284,384 途絣�療育事業特別会計換出金3,931 簡易水道事業特別会計繰出金▲295 公共下水道事業特別会計繰出金▲2,127 

費 佗b�I,630,883 燈��101,509 白ﾃs3"ﾃ3�"�10.1 ��

投 餐 的 経 普 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��3,607,668 �#�縒�32,949 �2ﾃcC�ﾃc�r�21.4 俾俾�ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ�#cb�-ﾈ+�,8*ﾘ.杏h柯馼ｼi^(�ｾ��6��ｸ6磯hｼb�"ﾃ��2�抦ｴｹlﾙ7�&陝ﾉ|x馼ｼi^(�ｾ��ﾃc���ｪXｧ�I�ﾈﾛｹf委h���餔X馼ｼc#津����

災害復旧事業費 �#Sbﾃ3ヲ�1ー5 ��256,389 ��絣� 

計 �2ﾃツBﾃ�Sr�23.2 �3"ﾃ鼎��3,897,006 �#"纈� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �16,662,171 �������353,206 ��100.0 ��
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(歳出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円,%)

款
:既定予算額;補正(第2号).　合　　計
･-････■川上些===== - ■■■■■■■■■■---

;金額;構成比　金　額　金額1讐竺

補　　　正　　の　　　内　　　容

1総　　　務　　　矧　50,023　　7.1　　▲2,151　47,8721　6.8.給与費等

2事　　業　　費. 135,331 19.2　　　24 135,355買19.3･給与費等

3　災　害　復　旧　費1　　766　　0.1　　　　　　　　　766　　0.I

4　公　　　債　　　費　518,053　73.5　　　　　　　518,053　73.7

5　予　　　備　　　費　　　500　　0.1　　　　　　　　　500　　0.I

歳　出　合　計　　704,673 loo.0　　▲2,127　702,546 1000
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平成27年度　療育事業特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳出) 既定予算額 款 金額構成比 剳竦ｳ(第1号) 俘xﾇb�(単位:千円,%) 補正の内容 

金額 仞�ｧｨﾕﾉ�ﾉNB�

1総務費.18,08883.7 凵｣421 ��rﾃccs�2紕�.給与費等▲421 

2誓書児震所支署3,40915J8 � �2ﾃC���b��� 

3予備費 �����絣�免��ｲ絣� 

歳出合計 ��▲421 �� 
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◎一般会計12月端正予算の概要

【歳入】(弛千剛 

款.項.目 倬iOﾉkﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

13国庫支出金 ��ﾙ&闔hｨ��ｸ峇�&闔h�j��hｨ�9仗亶ﾘ辷�ﾏ�WHｾ���h���ﾘﾟH攣uﾈ蟀MG�ﾄ��0 ���ﾃ����10,000 

(2)国床補助金 冏ｹD�7衣I.�+X+ﾙ&饑ｹLY�ﾘﾘy�ﾙzｨ,ﾈ��邵馼ｼh,���+x.�&饑ｹ���i�hﾗ8ﾅ�,ﾈ�8�h+佰�WHｾ���

①総務費国衆棺助金 鑓�9h馼沓員ｹ9hｧ｢��
-企業の誘致促進及び育成補助金10,000千円 

o平成26年度交付改定額47,891千円 

14県支出金 ���髯8xﾊy&闔i~Iv��I�倬hｼiN�,x����ﾘﾟH攣uﾈ蟀MG�ﾄ��47,027 ��BﾃS���61,527 

(2)県補助金 鑓�9izhﾝｈ�9hｧ｢��

Q)給務費県補助金 唸ｪXｧ�I�ﾈﾛｹf委hﾙ��餔X馼ｼc�BﾃS���x冷�

16寄附金 �8-8.�+8,iEｹ�Xｯ�Xﾘｾ��,x��俥��ﾘ攣uﾉ�iMG�ﾆﾂ�70,000 免�ﾃ����170,000 

(1)寄附金 ��ｸ-8.�+8,iEｹ�Xｯ�Xﾘｾ��ﾈ饋)�8鳬5�ｩUxｧ｢茶��ﾈ�#�?ｨﾋｸﾝﾒ宙ﾚ���mｩUxｧ｢��

@ふるさと納税 唸ｯ�Xﾘﾈ��C2ﾃ���ﾈ�ﾃc#Xﾈ�ﾃ���ﾈ��

寄附金 唸ｯ�Xﾘｾ�ｧ｣s�ﾃ����x励釘ﾃ田Y�x励�s�ﾃ����x冷�

20市債 ���8ﾜ"�,x��俥��ﾘ攣uﾈ蟀MG�ﾃ"�2,316,216 �3津3���2,355,516 

(1)市債 ��ｾiZ｢葦�.逢｢忠¥�ｒ��ﾘﾋｒ�

(参災書復旧債 壷N�x郢�ﾘﾝ�･�YﾈｸﾉUV��x励rﾃ#���x励rﾃ#���x冷�
'是認芸'公用擬o千円32,100千円32,.00千円 

･その他市債2,316,216千円2,SIS,216千円o千円 

計2,316,216千円2,355,516千円39,300千円 

o市債森高等 
-平成27年度市債残高見込額:22,058,061千円 

うち交付税捨置見込額13,404,182千円(交付税措置率:60.8%) 
-合併特例事業債活用額:4,920,300千円(活用率:59.8%) 

(注)国庫･県支出金等の説明は､歳出ページに記蔵｡

【義出(給与費 �9著�｢�%�献ﾙ�x冷��

会計名 倬h��kﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�節 

一般会計 �,ﾂ�2,831,368 ��33�ﾃ塔��2,799,379 

o事案費‥▲31,989千円(給料▲2,946､諸手当(児竜手当含む)▲182､共済費▲28,861) 

o職員数等:329人(一般職326人特別職3人) 

人事異曲及び共済費の標準報酬制導入等に伴う瓶 

鮪易水道事業 ��ｸｹu餒�9�,ﾈﾋ逢｢�17,025 ��3#迭�16,730 

特別会計 ��馼ｼiN��3#添�x冷虻ｹ{��3CjH�詹9h�3#ZHｺHﾜ���3##B��

o職員数等:2人 

共済費の標準報酬制導入等に伴う減執. 

公共下水道事業 茶从ｹu餒�9�,ﾈﾋ逢｢�41,793 ��3"ﾃ�#r�39,666 

特別会計 ��馼栗N��3"ﾃ�#y�x冷虻ｹ{��3�#R顋H詹9b磯�-偃�9hｭﾈ-笘�33�芥ｺHﾜ���3ンB��

o職員数等:5人 

人事異動及び共済費の標準報酬制導入等に伴う減額o 

療育事業 茶从ｹu餒�9�,ﾈ幽ｧ｢�18,088 ��3C#��17,667 

特別会計 ��馼ｼiN��3C#��x冷飲H詹9h�3�#*HｺHﾜ���3#湯��

o職員数等:2人 

共済費の標準報酬制導入等に伴う減額o 
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【歳出】(単位:千円) 

款一項.目 仭案ｹkﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

2線務費 ��自LｨｬyyﾙN�}X鳬�X什,�ｾ�9鋳�,x����ﾙk�攣uﾈ蟀MG�ﾃ2�48,499 釘ﾃ�#��52,619 

(1)総務管理費 ��ｸ駟jｩnﾃ｣Bﾃ�#��x冷絢Hﾜ��czI,�ｾ�2ﾃcS2��

(D一般管理費 ��

○事業内容等 

職員代替臨時職員に係る賃金等の追加○ 

②ふるさと納税堆選事業(追加)財政課予昇番p13 �3Bﾃ##��49,288 塔2ﾃS���

O事業費:49,288千円(貸金196.報塔費46,700.役巷費2,392) 

o特定財源:- 

ふるさと納税の返礼晶及び広告等に要する経費の追加○ 

(9財産管理費 ��-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎�袢zxｾ��,x��俥��ﾘ攣uﾈ螽���ﾃ2��馼ｼiN�ﾆ�ﾃ����x冷���xｾ���70,000 免�ﾃ����170,000 

o特定財淑:ふるさと納税寄附金100,000千円(全額) 

o事業内容等 

ふるさと納税寄附金を平成28年度の事業に活用するための基金積立の追加. 

⑳共生協働推進費 ��ﾏij����99H郢�ﾙ^(�ｾ��,x���-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾉ�iMG�ﾃ2�2,000 白ﾃ3���3,300 

o事業資:I,300千円(補助金) 

○補助内容等 

論正前年間見込増減 
-補助件数80件199件119件 

⑳自治公民館建設整備事業祐助金(追加)まちづくり防災課予昇番pl3 �"ﾃCs2�266 �"ﾃs3��
○事業費:266千円(補助金) 

○特定財波:- 

o補助内容等 

(自治公民館名)(稔-S乗費)(補助率)(補助金額)(改修内容) 
･栄町公民館800千円1/3266千円屋根.外壁塗香-雨樋補修 

◎まちづくり計両事業補助金レ､-ド事業)(追加)まちづくり防災課予算番pl3 �2ﾃCS2�2,083 迭ﾃS3b�

o事業費:2,083千円(補助金) 

○特定財漁:- 

○補助内容等: 

(協議会名)(事業費)(補助率)(補助金額)(事業内容) 

･照La地区まちづくり協議会125千円9′10113千円通学路転落防止柵設置事煮 

･旭地区まちづくり協語会630千円9′10567千円生活道路整備事案 

･刺仔地区まちづくり協蔽会1,207千円9′101,000千円広場安全柵設置事案 

-大原地区まちづくり協議会448千円9′10403千円協議会用倉庫設置事業 

計2,083千円 

2給務費 ���9�X曁ﾎｹEｸｭ)WHｾ��,x����Yk�攣uﾈ蟀MG�ﾃB�15,080 �#2ﾃS���38,500 

(2)徴税費 鑓馼ｼiN�#2ﾃS���x冷渥)WHｾ���

(訂税務総務費 愉<�.萎�傅�｢ﾒ�

o事真内容等 

法人市民税に係る市税過誤納還付金の追加. 

2総務費 ���仍9�ﾉkﾈ�5h5�6X8�淙�8ﾆ���hｴｲ��仍8ｬyyﾘ効醜檍駟k�ｼyuﾈ蟀MG�ﾃR�0 涛�b�916 

(4)選挙費 鑓駟jｩN���i�x冷��)�Y{��

(》選挙管理委員会費 ��ｹ<�.萎�ﾋ陶�ﾙk�N��ﾌ竸(�ｾ�CS��x冷運(�zfﾂ�"��
○事業内容等 

公職選挙法の改正により選挙権が18歳以上になったことに伴うシステム改修秦託料. 

③県議会議員選学費 ��ﾊxｶ8檍ｶ8什�仍9N�ﾋ逢｢��仍8ｬyyﾙ��醜檍駟k�ｼyuﾈｹhﾅｷ�ﾃR�ll,541 ��3"ﾃ��R�9,526 

○事英資:▲2,015千円(報酬▲72､職員手当等▲216､その他▲1,727) 

○特定財源:総務費県委託金▲2,015千円(全額) 

○事案内容等 

決算見込みによる減額o 
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【歳出】(単位.千円) 

款.項.目 倬h��kﾂ韶X,��ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

2総務費 ��E�h効醜檍効什�仍9N�ﾋ逢｢��仍8ｬyyﾘ効醜檍駟k�ｼyuﾈ螽���ﾃb�4,343 ��3Bﾃ�C��295 

(4)S*# 鑓馼ｼiN��3Bﾃ�C��x冷雲���3s�*I�X醜詹9i9��3"ﾃS屠H+ｸ,ﾉ�ﾈ�3cs���

◎農業垂員全委員 ��

選挙費 鑓馼ｼi>�vY9��

決罪見込みによる瓶 

(9梅区漁業調整委 ��､8ｾhｹ仂i+)�闌�X檍効什�仍9N�ｸ8ｮr��仍8ｬyyﾘ効醜檍駟k�ｼyuﾈｧiMG�ﾃb�1.738 ��3�ﾃC���320 

員会費員選挙費 ��ｸ馼ｼiN��3�ﾃC���x冷雲���3Cs���X醜詹9i9��3CS唔�ﾘｾ��3#��H+ｸ,ﾉ�ﾈ�3#モ��

○特定財政:総務費県委託金▲1,418千円(全額) 

o事案内容等 

決第見込みによる波乱 

3民生費 ��&闔i�hｨx辷�馼ｼb�,x��兀�8攣uﾈ螽ﾚ��ﾅ2�33,597 鉄�2�34,100 

(1)社会福祉費 ��ｸ馼ｼiN�S�9�x冷姥ﾘ�N��

(参時事者等福祉費 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��蝌��ｾ�#S��x冷運(�zfﾈ�ﾃ"��

民生費県稀助金125千円(補助率l′4) 

(事業名)(当初)(年間見込)(増減) 

･日常生清用具給付等卒業7,318千円7,821千円503千円 

･その他26,279千円26,279千円 

計33,597千円34,100千円503千円 

②障春着給合支援駄介護給付等事菓(追加)福祉課予第番pl8 鉄3津�3b�73,056 田�"ﾃ��"�

o事業費:73,056千円(扶助費) 

○特定財源:民生費国床負担金36,527千円(負担率l′2) 

民生費県負担金18,263千円(負担率l′4) 

(給付費名)(当初)(年間見込)(増減) 

･介譲給付費295,364千円312,970千円17,606千円 

･訓練等給付費147,332千円201.845千円54,513千円 

･補装具給付事業費7,432千円8,369千円937千円 

-その他89,008千円89,008千円 

計539,136千円612,192千円73,056千円 

3民生費 ��_ｨ攤ﾎ8髯;hﾉ)�8孜�ﾈ馼ｼb�,x��兀�8攣uﾈ螽���ﾃ��22,らlo 迭ﾃC湯�28,009 

(2)児畠福祉費 鑓馼����｣RﾃC等�x冷���Y{��

(参児竜運営費 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ竸(�ｾ�rﾃ#Si�x冷運(�zc��ﾃ2��

民生費県補助金▲3,590千円(補助率1′3) 

o事業内容等 

(当初)(年間見込)(増減) 
･児壷敷く月平均)u6人147人3l人 

-委託料22,510千円28,009千円5,499千円 

◎延長保育促進事菓補助金(減額)福祉課予算書pl8 �3Bﾃ#3r�▲30,905 �2ﾃ33"�

o事業費:▲30,905千円(靖劫金) 

○特定財源:民生費国庫辞助金1,110千円(祷助率1′3) 

民生費県補助金▲21,710千円(補助率l′3) 

延長保育推進分が制度改正により私立保育所運営費に含まれたことに伴う減額8 

③特別保育寄集補助金(追加)福祉課予算番pl8 �2ﾃCS2�1,218 釘ﾃcs��

o事英資:1,218千円(補助金) 

(補助金名)(当初)(年間見込)(増減) 

･地域活動事業補助金1,655千円1,775千円120千円 

･障害児保育事業補助金890千円2,669千円1,779千円 

･軽度障害児保育事業補助金908千円227千円▲681千円 

計3,453千円4,671千円1,218千円 
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E歳出】(単位:千P" 

衣.項.目 倬h栗kﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 亢��8ｧ｢�計 

3民生費 ��ﾘ鍼zy]ｸ支�戊�9N�,x��兀�8攣uﾉ�iMG�湯�625,483 鉄bﾃ3�2�681,796 

(2)児童福祉費 ��ｸ馼ｼiN�Sbﾃ3�9�x冷姥ﾘ�N��

@児童運営費 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��%8ｾ��3づ�C��x冷�

民生費国庫負担金19,146千円(負担率l′2) 

民生費県負担金9,573千円(負担率l′4) 

民生費県補助金▲460千円(構助率l/2) 

○事業内容等 

入所児蛮数の増加及び制度改正により延長保育推進分が含まれたことに伴う 

運営費の追加o 

(当初)(年間見込)(増減) 

･入所児童数(年間糞)7,284人7,496人212人 

･運営費625,483千円681,796千円56,313千円 ◎児盃発達支援事菜費(追加)福祉課予第番pi9 

69,324 �3�ﾃ#3��loo,555 

○事業費:31,231千円(扶助費31,200､役務費31) 

o特定財源:民生費国庫負担金15,600千円(負担率l′2) 

民生費県負担金7,800千円(負担率l/4) 

o事業内容等 

(支援事業名)(当初)(年間見込)(増減) 

･児童発達支援給付費31,723千円44,822千円13,099千円 

J放課後等デイサービス給付費36,158千円52,954千円16,796千円 

･陣容児相談支援給付費1,277千円2,582千円1,305千円 

計69,158千円lOO,358千円31,200千円 

◎療育事業特別会計繰出金(追加)福祉課予第番pl9 釘ﾃ�#2�3,931 唐ﾃゴB�

o事案費:3,931千円(繰出金) 

○特定財痕:- 

延べ利用者減による事業収入減及び共済資の標準報酬制導入等による給与費等の 
調整に伴う繰出金の追加○ 

(診保育所費 ���hﾘ)]ｸ支�戊�9N�,x��兀�8攣uﾈ螽詣�ﾃ��26,449 湯�#S��35,708 

○事業賢二9.259千円(賃金8,721､需用費538) 

○特定財源:民生費負担金▲日96千円 

民生費県補助金43千円(補助率1′2) 

o事業内容等 

入所児童数の増加に伴う臨時職員貸金等の運営費の追加. 

(当初)(年間見込)(増減) 

･入所児童数(年間延)1.068人1,225人157人 

3民生費 ���hｨ云ｸﾎﾉWﾘ�N�,x��兀�8攣uﾈ螽���ﾃ��484,664 ��Bﾃ鉄r�499,621 

(3)生活保讃費 愉Dｨ��N��Bﾃ鉄y�x冷姥ﾘ�N��

(参扶助費 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN����X�%8ｾ�Rﾃ#���x冷厩�%9zc8�ﾃB��

(扶助費名)(当初)(年間見込)(増減) 

･医療扶助費287,543千円302,500千円14,957千円 

･その他197,121千円197,121千円 

計484,664千円499,621千円14,957千円 

4衛生費 ��捶更侭;倬iwI<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ�虻8ｮr��8岔�Y;�ｹuﾈ螽�ﾃ#��35,232 ��3#迭�34,937 

(i)保健衛生費 鑓馼ｼiN��3#添�x冷����ｾ���

⑦筒易水道事案費 ��ｹ<�.萎��ﾓ｢ﾒ�

共済費の標準報酬制導入等による給与費等の調矧こ伴う換出金の減免 
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【歳出】(単位=千円) 

読.項,目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

6農林水産英資 ���IYyNﾘ馼ｽ亶ﾙ�鞜H惠�辷�馼ｼi^(�ｾ���hｴｲ僞��ﾘ攣uﾉ�iMG�#��0 迭ﾃS���5,500 

(i)農業費 鑓馼ｼiN�RﾃS���x冷咽ｨ�ｾ���

@農真振興費 ��

o事業内容等 

台風15号により披書を受けた果樹の樹勢回復のため､平成27年度限りの堆肥購入に 

対する補助金○ 

o祷助内容等 

一対象面積:4,365a 

･対象事業費:ll,207千円 

･繍助率:l′2以内 

⑳環境保全型農業直接支払交付金(追加)農政課予算番p21 鼎���400 塔���

o事業費:400千円(補助金) 

o特定財源:腐林水産英資県補助金300千円(祷助率3′4) 

o事業内容等 

農業者等が行う化学肥料.化学合成農轟の使用を原則5割以上低減するなど環境保全 

に効果の高い営農活動に対する補助金○ 

o補助内容等 

-追加対象面積5_Oha 

･追加婦助金額400千円 

◎県支出金返還金(新規)農政課予募蕃p21 ���1,625 亦ﾃc#R�

o特定財源:青年鼠殿給付金過年度返還金1,625千円(全額) 

平成26年度に支給を受けた2人の青年就農者が法人格を取得し､認定農業者の認定を 

受けたことにより.受給権を喪失したことに伴う青年就農給付金の返選金○ 

@畜産業費 ��Nﾈ孜�hｸﾙ;�?ﾉ]ｹz�亶ﾙ�鞜Hｯ��^(�ｾ��,x��僞��ﾘ攣uﾉ�ﾄ'�&ﾂ�2,000 田���2,600 

o事業費:600千円(節助企) 

o補助内容等 

(当初)(年間見込)(増減) 

･補助頭数100頭130頑30頭 

@小規堤土地改良 ��抦ｴｹlﾙ7�&陝ﾉ|x馼ｼi^(�ｾ��,x��僞��ﾘ攣uﾉ^YЖ�#��3,370 ��ﾃc���4,970 

事業費 ��ｸ馼ｼiN�津c���x冷運(�ｾ���

○特定財源:- 

o事業内容等 

(事業名)(当初)(年間見込)(増減)(補助率)(事業箇所) 

･農道新設改良工事措助金480千円1,030千円550千円60%上石野地区 

･用排水緒改良工事諭助金825千円875千円50千円55%薩摩山地区 

･農地畦畔改良工輔助金1,050千円2,050千円1,000千円50%上石野地区 

坂下地区 

･その他1,015千円1,015千円- 

計3,370千円4,970千円1,600千円 

⑨土地改良事業費 ���9%�<i7�&陝ﾉ|yzh攪駟k�N�ﾋ逢｢僞��ﾘ攣uﾈ蟀MG�#��6,638 ��33S��6,288 

o事業費:▲350千円(貸金) 

o事英内容等 

政界見込みによる減額o 

(参多面的横能支払推進交付金事務費(線香)農政課予算番p21 �2ﾃ��"�0 �2ﾃ��"�

o事英資:o千円(職員手当等140､賃金350､旅費50､需用費▲265､使用料▲275) 

o事業内容等 

決罪見込に伴う予算線香○ 



【歳出】(単位.千円) 

款.項.目 倬h��kﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定嶺 竸)�8ｧ｢�計 

6農林水産英資 �9�ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZXﾏ�WHｾ��,x��冑9�ﾘ攣uﾈ精MG�ｦﾂ�26,972 �3S��27,322 

(1)農業費 ��ｸ馼ｼiN�3S��x冷委�ﾈ����

@土地改良事業費 愉<�.萎�ﾋ陶E���X蝌ｼiN�y^(�ｾ�#c��x冷運(�zc8�ﾃB��

o事兼内容等(変更前)(変更後)(増減) 

･農地維持.資源向上(共同活動) 

支払交付金28地区29地区l地区tEI浜環境保全全) 

･紫波向上(長寿命化) 

支払交付金14地区14地区 

7商工費 ��ｿ盈穎ﾈﾅ�8xﾗ�цｨ��ｸ�9�I�倬i[9^(�ｾ��,x����X蝌ⅸﾔ�ｹuﾉdivW�#2�480 涛���I,380 

(1)商工費 鑓馼ｼiN�����x冷疫8�ｾ���

@商工振興費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

○事業内容等 

rフェリーニユーこしき｣ドック期間中の費物船仰船に粁する補助金o 

･費物船怖船費用(見込)8,883千円 

(診観光費 ��ｪXｧ�I�ﾈﾛｹf委h���餔X馼搨�,x��豫�Xﾏ�zﾈ攣uﾈ蟀MG�#2�1,200 �#偵33��30,538 

o事業費:29,338千円(工事費2l,500,委託料7.500､役務費14､負担金324) 

o特定財源:総務費県靖助金14,500千円(補助率1′2鹿児島県地域振興推進事業) 

冠岳花川砂防公園内のトイレ整備及び観光案内板設置o 

事異年度:平成27-28年度(繰越明許費設定) 

8土木費 ��ﾏhｺH岔�Y;倬hｼi<�¥ｨ檍ﾇhｮx�ｾ��Hｧ｢��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���#B�317,176 ��3"ﾃ�#r�315,049 

(5)都市計画費 鑓馼ｼiN��3"ﾃ�#y�x冷虻偬����

(参公共下水道事業費 愉<�.萎�6罎ﾒ�

o事業内容等 

人事異動及び共済費の標準報酬制導入等による給与費等の調整に伴う換出金の減免 

lO教育費 ��ｻ8蹣w�轌;�MI9俎y?ﾉN��Ilb乂xﾕｨｻ8支攣�y�h�ﾃ#b�0 途ﾃC���7,400 

(3)中学校費 ��ｸ馼ｼiN�rﾃC���x冷茨冽�N�ﾃS��IOYV俎y?ﾉN��ﾃ�����

(参教育振興費 ��

o事業内容等 

平成28年度からの教科番改訂に伴う教師用指導番等の購入乱 

10教育費 ��ｧxﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ馼ｼb��I�R乂xﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｹuﾉ�iMG�#r�0 ��ﾃ#���I,200 

(6)保倍捧育費 鑓馼ｼiN�津#���x冷���Y{��

@学校給食センター 愉<�.萎��ﾃ｢ﾒ�

管理費 鑓馼ｼi>�vY9��

建築後32年経過し老朽化している学校給食センターの連署えを行うための 

測盈調査委託料. 

ー13-


