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平成28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 ��Rﾃ#srﾃs3��922,707 ��bﾃ#��ﾃCCb� 

簡易水道事業特別会計 鉄S津�3��▲1,209 鉄Sづs3�� 

国民健康保険特別会計 迭ﾃ��"ﾃ3SR�106,192 迭ﾃ�モﾃSCr� 

公共下水道事業特別会計 都�Rﾃ#sR�▲69 都�Rﾃ#�b� 

地方卸売市場事業特別会計 都�B� 都�B� 

介護保険特別会計 �2ﾃS��ﾃ�Sr�86,274 �2ﾃccbﾃC3�� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��Rﾃ�#��2,600 ��づC#�� 

療育事業特別会計 �#�ﾃ�#��▲68 �#�ﾃ鉄"� 

後期高齢者医療特別会計 鼎��ﾃ��2�4,024 鼎�Rﾃ#�r� 

国民宿舎特別会計 ���ﾃ��b�1,900 ��"ﾃs�b� 

合計 �#RﾃccRﾃ����1,122,351 �#bﾃsビﾃ3c�� 

公営企業会計補正予算比較表

会計名 劍ｯ�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�(単位:千円) 摘要 

水 道 辛 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 鼎#rﾃ#��� 鼎#rﾃ#��� 

支出 鼎#bﾃs�b�393 鼎#rﾃ���� 

差引 鉄cB�▲393 ��s�� 

資本的収支 假ｹ?ﾂ�43,383 ��43,383 ��支出 �#�Rﾃ#sR� �#�Rﾃ#sR� 

差引 ��3�s�ﾃン"� ��3�s�ﾃン"� 
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平成28年度一般会計補正予算(第3号)構成表

(歳入)(単位‥千円,%) 

読 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第3号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1市税 �2,909,030 ��偵�� �"ﾃ��津�3��17.9 ��

2地方譲与税 �124,121 ��繧� ��#Bﾃ�#��0.8 ��

3利子割交付金 �3,433 ����� �2ﾃC32�0.0 ��

4配当割交付金 �8,292 ��謦� 唐ﾃ#�"�0.1 ��

5要式等腎所得翌 冤l,823 ��苒� 免ﾂﾃ�#2�0.1 ��

6地方消費税交付金 �586,820 �2繧� 鉄ッﾃ�#��3.6 ��

7自動車取得税交付金 �13,405 ����� ��2ﾃC�R�0.1 ��

8地方特例交付金 �13,878 ����� ��2ﾃピ��0.1 ��

9地方交付税 �4,794,000 �3�紕�342,143 迭ﾃ�3bﾃ�C2�31.7 儿�,ｨﾏ�WI�S3C"ﾃ�C2�

iO芸笥1誓言霊 �6,000 ����� 澱ﾃ����a.0 ��

11分担金及び負担金 �156,665 ����� ��SbﾃccR�1.0 ��

12使用料及び手数料 �185,961 ���"� ��コﾃ田��1.1 ��

13国庫支出金 �1,932,540 ��"縒�45,872 ��ﾃ都づC�"�12.2 倬�;iWﾙwｸ詹9iN�"ﾃC迭�髯;iJﾙ$(辷�馼ｼiN�bﾃ����;刋�ﾙ�ﾉ9俤�･�YﾈｸﾉN��2ﾃ3C��齷zx辷�ｻ8支ﾅ��ｸｸｹWIN�R�ﾘ)9��Xｼhﾅ��ｹ�9�从ｹWHｾ�9倬hｼiN��ﾃC���]ｸ支�9��餔Xﾏ�WHｾ�bﾃcC"���檍��gｹ�餔Y�ﾘﾘxﾏ�WHｾ��3#Rﾃ����

14県支出金 �1,205,396 途纈�41,706 ��ﾃ#Crﾃ��"�7.7 倬�;iJﾙ$(辷�馼ｼiN�#2ﾃCSr�E�h郢�ﾘﾝ�･�YﾆﾄVﾉN�ﾃ����}�ｼh郢�ﾘﾝ�･�YﾈｸﾉN�ﾃS����髯8xﾊy&闔i�Xｻｹ�I�倬hｼiN���ﾃsC��&闔h櫁ﾎﾈｮ餉Y�餔X馼ｼiN��3づS���ﾊyN�%�<i^(�}�;倬hｼiN��ﾃC���

15財産収入 �38,840 ���2� �3づイ��0.2 ��

16寄附金 �350,002 �"�2� �3S�ﾃ��"�2.2 ��

17繰入金 �822,452 迭紕� 塔#"ﾃCS"�5.1 ��

18繰越金 �124,267 ��繧�331,095 鼎SRﾃ3c"�2.8 ����7案ｨ葎ｾ�33�ﾃ�迭�

19諸収入 �125,321 ��繧�358 ��#Rﾃcs��0.8 �靜ﾉ]ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇh暹D�7云Hｭ(ｾ�3�R�ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9|9<�¥ｨ檍ﾇh暹D�7云Hｭ(ｾ�C2�

20市債 �1,865,493 ��"�"�161,533 �"ﾃ�#rﾃ�#b�12.5 豫��5�&�ﾉ]9�餔X馼ｼh�3��ﾃ����ｻI|�+x�kﾘ嶌馼ｼcc���&饑ｹ;刋��餔X馼ｼc32ﾃ3���7�&霎h枴�騫ﾘ馼ｼc�3づc���&闔i�Xｻｸ����餔X馼ｼc津����E�h郢�ﾘﾝ�･�YﾈｸﾉGｳRﾃC���}�ｼh郢�ﾘﾝ�･�/�ﾄVﾈﾜ#bﾃs���;刋�ﾙ�ﾉ9俤�･�Yﾈｸﾈﾜ#�bﾃc���}X鳧ﾞ��ﾙ�鞜Hﾜ(�33bﾃツr�

歳入合計 �15,277,739 �������922,707 ��bﾃ#��ﾃCCb�loo.0 ��

-般財源 区分 壷Lｨﾞ�6��9,339,460 田����636,729 湯ﾃ都bﾃ�ヲ�61.6 ��

特定財源 迭ﾃ�3づ#s��38.9 �#コﾃ都��6,224,257 �3ゅB� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ��ﾒ�4,712,538 �3�繧�331,453 迭ﾃ�C2纉���31.1 ��

依存財源 ���ﾃScRﾃ#���69.2 鉄��ﾃ#SB�ll,156,455 田ゅ�� 
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(歳出)(単位.千円%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c8ﾘb��l合計 剳竦ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1歳会費 ��cBﾃ鉄��1.1 ��3��B�164,044 �����霊芸芸富会重放送設備整備費`1,22,03 

2総務費 �"ﾃ���ﾃ�s��13.1 �#SRﾃ����2,255,972 ��2纈�給与費等490 35jZ<要gg霊-芸@nBggaq:5Riag苦,_空F:::,2鷲 

3民生費 �2ﾃピrﾃcs"�25.4 ��#�ﾃC#r�3,998,099 �#B縒�給与費等▲14 社会福祉総務費国庫支出金返還金5 障害者等福祉費国庫.県支出金返還金3 地域介護基盤整備事業補助金▲8 相続財産管理人選任申立経費 串木野高齢者福祉センター管理費(維持補修費) 介護保険特別会計繰出金 児童扶養手当システム改修経費 児童扶養手当給付費7 社会福祉施設整備事業補助金9 母子家庭等就労支援対策事業費1 児童発達支援事業費95 児童運営費国庫.県支出金返遼金13 療育事業特別会計繰出金▲ 生活保護総務費国庫支出金返還金4 津c3b�ﾃイ��ﾃ�3"�ﾃS���c���s���#SR�C3"�ﾃCコ�ﾃ田2�ﾃ田��ﾃ�C��ﾃs釘�c��3#��

4衛生費 �"ﾃc#rﾃャB�17.2 唐ﾃC唐�2,636,382 ��e�2�給与費等▲1 保睡衛生総務費国庫.県支出金返還金 睡康増進事業費国庫支出金返還金 危険廃屋解体撤去工事補助金9 簡易水道事業特別会計繰出金▲1 後期高齢者医療広域連合負担金1 津#澱�cSb�#��ﾃ����ﾃ#���3#b�

5労働費 途ﾃ�C��0.1 ��7,141 ����� 

6農林水産業費 都��ﾃ�c��5.i ��づcsR�809,835 填���給与費等▲ ダム管理費 農業施設維持費 小規模土地改良事業補助金 川南排水機場改修事業 川南地区は場整備事業(市単独)4 小水林間広場維持補修費 市有林管理費(維持補修費)I 県費単独祐助林道事業3 戸崎地区漁業集落排水事業特別会計繰出金2 都�r���������"�������������������

7商工費 �#Sbﾃ涛2�1.7 田rﾃ�3b�324,929 �"���鞄冨璽歪蓋悪霊-金^7蔓; 田B����������

8土木費 ��ﾃ���ﾃSC��ll.8 �3cbﾃ�SR�2,167,695 ��2紕�給与費等2 道路維持費(維持補修費)37 道路維持酔(工事費)35 橋染長寿命化事業1 道路新設改良事業67 道路台帳整備事業8 交通安全施設事業費(維持補修費)1 準用河川オコン川改修事業lO 河川維持費(維持補修費)5 常時浸水危険住宅移転等事業補助金1 産土地区画整理事業154 公共下水道事業特別会計繰出金 公園事英資(維持補修費)2 公園整備事業2 市営住宅維持補修費4 住宅リフォ-ム事業補助金22 地域振興住宅整備事業9 鼎r����������3r����S��������s��#��c�����������������

9消防費 田cRﾃS3"�4.3 ��3�ﾃS#��664,011 釘���給与費等▲1 鉄#��

10教育費 涛釘ﾃ�#��6.5 ��3rﾃ3S��987,570 澱苒�給与費等▲9,630 完済諸賢費1,…33 総合体育館維持補修費280 

11災書復旧費 田bﾃ����0.4 涛Rﾃ����161.000 �����農業施設災害復旧費23, 林業施設災害復旧費22, 道路河川等災害復旧費50, ����������

12公債費 �"ﾃ��2ﾃsc��13.2 ��2,013,768 ��"紕� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��Rﾃ#srﾃs3��100.0 涛#"ﾃs�r�16,200,446 ������� 
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一般会計補正予算(第3号)性質別比較表(単位:千円,%) 

区分 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第3号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 ��ﾈﾈ���2,970,562 ��偵B�▲37,891 �"ﾃ�3"ﾃcs��18.1 从ｹu餒��33sン��

杏 的 塞 儻ﾘ�N��2,980,568 �C偵R�103,611 �2ﾃ�ィﾃ�s��19.1 倬�;h詹9h�3���ｩ��ﾞ�蝌ｬyyﾙ�ﾉ�僖9�ﾉzxﾆ���髯-儻ﾙwｸ詹9hｸｹWIN��^ｨ��彿.ｹ9做�┴辷��鞜H馼ｼiN���髯;iJﾙ$(辷�馼ｼiN�R�,530 600 ,485 ,969 087 

公債費 �"ﾃ��2ﾃsc��13.2 ��2,013,768 ��"紕� 

費 佗b�7,964,898 鉄"���65,720 唐ﾃ�3�ﾃc���49.6 ��

潤 費 的 蓮 餐 兒以���1,841,534 ��"謦�12,695 ��ﾃゴBﾃ##��ll.4 亳8檍効醜檍�_ｩ�y�ﾙOY�餔YN�#���髯;iWﾙwｸ詹9h5h5�6X8�淙�8ﾆ��3"�髯;iJﾙ$(辷�馼ｼiN�2��ﾉ>ﾉG)�Xｴ��ｨ淙�8馼ｼc�ﾃ3���ｬ�Xｷ�uXｷ��9�倬hｼc�ﾃc���;刋��I*��餔X馼ｼcづ������w�憖�ﾈ4�5(99�ﾈ淙�8馼ｼcS���蝎7�&霎h枴�騫ﾘ馼ｼcS#��

維持輪修費 �#�津C�"�1.4 田Rﾃc3��275,042 ��縒�交流センター施設管理費(維持補修費)1 串木野高齢者福祉センター管理費(維持繍修費) ダム管理費1 農業施設維持費6 小水林間広場維持補修費 市有林管理費(維持補修費)1 道路維持費(維持祐修費)37 交通安全施設事業費(維持補修費)1 河川維持費(維持補修費)5 公国事業費(維持補修費)2, 市営住宅維持補修費4, アクアホール維持補修費1, 体育施設維持補修費 総合体育館維持補修費 津C���s���ﾃ����ﾃc���S���ﾃs���ﾃ����ﾃsS��ﾃ������������s���3���#���

補助浄等 ��ﾃ�3rﾃ��r�7.4 ��#rﾃscB�1,265,671 途繧�定住促進対策補助金 企美の誘致促進及び育成補助金16, 公民館安全灯施設祷助金2, 国庫.県支出金返還金27, 危険廃屋解体撤去工事補助金9, 後期高齢者医療広域連合負担金1, 観光客誘客促進事業 国民宿舎等活用促進事業補助金70 田���S���#sB�scB�����3#b�3�������

計 �2ﾃ�モﾃゴ2�20.9 �#�bﾃ�ヲ�3,394,942 �#�纈� 

そ の 他 の 経 費 ���xｾ��183,190 ���"�228,000 末ﾆﾂﾆﾃ���2_5 俥��ﾙ+)�隶霎���xｾ�##づ����
投資.出資.貸付金 ��"ﾃ�c��0.1 ��12,160 ����� 

繰出金 ��ﾃ#迭ﾃ#ビ�8.5 �2ﾃC���i,298,696 唐���介護保険特別会計操出金255 療育事業特別会計繰出金▲68 簡易水道事業特別会計換出金▲1,209 戸崎地区漁業集落排水事業特別会計練出金2,600 国民宿舎特別会計繰出金1,900 公共下水道事業特別会計繰出金▲69 

計 ��ﾃC��ﾃc3r�9.8 �#3�ﾃC���1,722,046 ���綯� 

投 S 的 経 費 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��2,557,351 ��bﾃr�324,489 �"ﾃャ�ﾃイ��17.8 �.員ｩ�9���鞜I^(�ｾ���齪��ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼栗^(�ｾ��-ﾈ+�,8*ﾘ.杏h柯馼ｼiJ��ｾ��6��ｸ6磯hｼb釘�&闔h櫁ﾎﾈｮ隘ｩ�餔X馼ｼi^(�ｾ��3����檠Y�8郢�ﾙ�餔X馼ｼi��ｾ���抦ｴｹlﾙ7�&陝ﾉ|x馼ｼi^(�ｾ�B��ﾉ>ﾉ&霎h,ﾘ�ｩ�餔X馼ｼb育9%�<b釘�ﾊyN�%�<i^(�}�;倬hｼc2�;刋�ｸ鰮N�ﾔ磯iN�3R�ｻI|�+x�kﾘ嶌馼ｼfﾂ�;刋��i�ﾘ淤|x馼ｼccr���w�憖�ﾈ4�5(99�ﾈ淙�8馼ｼc����ﾘ鳬�ｩ�Xｮｸﾊ�ｩ�闕ｩ5ﾙ9��)Oﾉ^(�ｾ�ﾂ�蝎7�&霎h枴�騫ﾘ馼ｼc�SB�ﾏh���餔X馼ｼc"����8ｨ7H4��ｸ8�馼ｼi��ｾ�#"�&闔i�Xｻｸ����餔X馼ｼc��59 73 05 00 63 82 00 00 00 00 37 00 70 00 00 00 00 

災害復旧事業費 田bﾃ����0.4 涛Rﾃ����161,000 �����農業施設災害復旧費23, 林業施設災害復旧費22, 道路河川等災害復旧費50, ����������

計 �"ﾃc#2ﾃ3S��17.1 鼎�津Cヲ�3,042,840 ��ゅ�� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 � 免����922,707 ��bﾃ#��ﾃCCb�100.0 ��
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平成28年度簡易水道事業特別会計補正予算(第1号

(歳入)(単位:千円,%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧｦﾉ^)�2��c�ﾘb��剄㈹vl 
l補正の内容 l 金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�ﾕﾉ�ﾉNB�

1公営企業収入 �"�ﾃ�SRﾃ�s��27.7 ��155,171 �#r繧� 

2使用料及び手数料 �#���.0.12 冤 l209 I 鳴�����ﾂ�l 

3繰入金 ��｢�c津�C��l 12.3 ��3�ﾃ#���67,839 ��"���一般会計繰入金▲1,209 

4諸収入 都���0.1 1 綿�｢�711 ����� 

5市債 �33Bﾃ����59.8 ��334,800 鉄偵�� 

歳入合計l559,939 l �100.0 ��3�ﾃ#���558,730 免���� 

(歳出)(単位:千円,%) 

a 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c�ﾘb��合計 � l補正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

l簡易水道事業費 鼎SづS3��ﾂ�81.9 ��｢��3�ﾃ#���457,32巨8 �!給与費等▲1,209 F 

2公債費 ������ﾃC����r纈�T｢���l 100,408 ����� 

3予備費 ��ﾃ����;0.2 ��1,000 ���"� 

歳出合計 鉄S津�3����t l100.0 i ��3�ﾃ#���558,730 ��������"�
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平成28年度　国民健康保険特別会計補正予算(第2｢冒

(歳入)(単位:千円,%) 

!既定予夢額 劔^)�2��c(ﾘb��合計 冤 

金額;構成比 刹煌z 仞�ｧｩG��ﾉNI$｢�

l国民健康保険税 鉄�Bﾃ�C飴������514,148 湯纈��

2使用料及び手数料400 冤 0.0 ��400 ���ｳ�� 

3国庫支出金 ��ﾃ�#BﾃSc��l22.1 l ��3bﾃs3��1,117,821 處9wｸｸｹWIN�9儿�%8ｾ��3b�#�經ｨﾘ(ｧｨ�9|9N�I:�hｼiX�%8ｾ���ｨﾞ��ﾙ+)�靠�WHｾ��3��涛c��sCB�S#"�

4県支出金 ��釘ﾃS�"�3.8 l ��3#�2�194,369 �2繧�高額医療費共同事業負担金1 県財政調整交付金▲1 都CB�鉄r�

5療養給付費交付金 ����202,249 �2纈�

6前期高齢者交付金1,389,652 �27.4 ��1,389,652 �#b繧��

7共同事業交付金.1,097,399 �21.6 迭ﾃ��C｢�1,103,213 �#��2�高額医療費共同事業交付金3, 保険財政共同安定化事業交付金2, 鼎���3#B�

8財産収入 田S��0.0 ��659 ���ｳ����

9繰入金 鉄S�ﾃSc"�10.9 涛2ﾃsc��645,322■ ��"ﾓHﾙ�j��7云ｸﾊ�霎�ﾄｩ?ﾈｾ��2ﾃsc��

10繰越金 �"�0.0 ��2ﾃSs��13,572 ���9���7案ｨ葎ｾ��2ﾃSs��

11諸収入 途ﾃ�C#������l 7,142! ������ 

歳入合計 �����bﾃ��"�r � 

(歳出)(単位:千円,%) 
j既定予算額 剳竦ｳ(第2号).合計 金額:金額廃威比:繍正の内容 

.金額 剄¥成比 

1総務費 �3BﾃS3"�0_7 �3BﾃS3"���縒�

2保険給付費 �2ﾃ3s�緜#R�66.3 ��3,370,625 田R��ｲ�

3後期高齢者支援金等 �3ィﾃ��R�7.5 ��384,005 途紕�

4前期高齢者納付金等 鼎唐�0.0喜 �498.0.0 

5老人保俸拠出金 ��

6介護納付金 鳴��SrﾃS都2���3#�ﾃsSS�3Rﾃイ(��"緝櫁ﾎﾉEｹWHｾ��3#�ﾃsSR�

7共同事業拠出金.1,050,20120.773,2971,123,498. 劔�#�綰xﾇﾈﾇﾉ~ﾉx9�影ﾘ敢嶌馼ｼhｹ(�ｾ�h�2ﾃｳｸ���

8保障事業費76,9441.576,9441.5 

9基金積立金6590.06590.0 

lO公債穿1200.01200.0 

11諸支出金.4,1520.154,65058,802.1.1国庫支出金返還金54,650 

12予備費3,0000.13,000.0.1 

歳出合計5,082,355:100.0:106,1925,188,547100.0 
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平成28年度公共下水道事業特別会計補正予算(第1号

(歳入)(単位:千円%) 

既定予算額廃正(第1号)!合 劔計l 

!金額 剄¥成叫金額 刹煌z腐成比谷 

1事業収入 ����ﾃ�3R�27.0 鳴�190,135 �#r���

2分担金及び負担金 ��ﾃ�ヲ�lo.1 ��1,089 ����ｲ�ﾂ�

3国庫支出金 ��"ﾃS��｣�繧���12,5001.8 

4繰入金 �3Crﾃ#���C偵"���3c謄3Crﾃ�C�C偵"ﾙLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��3c��

5諸収入 ��C����ｳ���� 1410.0 

6市債154,200 �21.9 �� 

歳入合計 都�Rﾃ#sR�100.0 �� ▲69705,206l �100.0 
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平成28年度介護保険特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�做ｩ�2��c�ﾘb��合計 
金額l構成比:金額 劍ｾ�ｧ｢�構成比:縮正の内管 

1保険料 田c�ﾃン��18.5: �660,891 ��ゅ��

2使用料及び手数料- 都��0.0.70 剴����

3国庫支出金 塔湯ﾃc澱�25.1 鉄���900,205 �6y&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ��#B綯��ﾘﾘx馼ｼh決､�S���

4支払基金交付金1975,112:27.2 剪�975,112 �#b綯�

5県支出金1539,208.15.1 剴#SR�539,463 �&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ���B縒竕�ﾘﾘx馼ｼh決､�#SR�

6財産収入1■0.0:10.0 

7繰入金 ���#SR�503,35213.7-股会計繰入金255 

l 8繰越金10.085,255 劔85,256. �"�9���7案ｨ葎ｾ�コﾃ#SR�

9諸収入2,0810.12,0810.1 

歳入合計 ����免���r�

(歳　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)
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平成28年度戸崎地区漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳入)(単位:千円,%) 

款 弍�.疫ﾈ梭ｧ｢����^)�2��c�ﾘb俘xﾇfﾂ�
:金額構成比 �-一一一一箱正の内谷 金額:金額構成比■ 

l事業収入5,037 �31.8 迭ﾃ�3s#r�2�

2繰入金 �� 

l 10,783■68.22,60013,38372.7-般会計繰入金2,600 

3諸収入 �����ｳ��������

歳入合計 ��Rﾃ�#��100.0 ��

(歳出)(単位:千円,%) 
■既定予舞額 �:補正(第1号).合計 

款 潰��ﾒﾙ^)�8,ﾉ>�vR�ｾ�ｧｨﾕﾉ�ﾄﾇF仞�ｧｨｾ�ｧｨﾕﾉ�ﾉ*ﾂ�

l漁業集落排水事業費 迭ﾃc3c3R綯�2,600823644.7戸崎地区漁業集落排水事業費搬持繍修費)600 
戸崎地区漁業集落排水事業費(工事費)2,000 

2公債費 ��10,18555.3 

歳出合計 ��
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平成28年度療育事業特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

既定予芳額補正(第1号)合計 ��
款.金額廟成比;金額盲-義-一転戒補 ��8,ﾉ>�vR�

1総務費17,48283ー1.▲6817,41483.1給与費等 ��3c��

2誓書児芸所支署3,438;16J43,438;.6.4 ��

3予備費100LO.51000.5 ��

歳出合計:21,020.100.0▲68.20,952■100ー0 ��
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平成28年度　後期高齢者医療特別会計補正予算(第1｢胃

(歳入)(単位:千円,%) 

衣 �9z)%X蕀dhｪ運)�2��c�ﾘb定ﾘxﾇb�劔^)�8,ﾉ>�vR�
金額廟成比l金額 冓金額 俔ﾉ�ﾉNB�

･監慧悪霊嘉283,766.69.0 冤 l �#�2ﾃscb�68.3. 

2使用料及び手数軌500.0 � 鉄��0.0; 

3繰入金126,905.30.9 冤 

4繰越金l■0.0 � I.0:前年度繰越金4,024 

5諸収入■4610.I � 剪�
l 鼎c����苒��

歳入合計; l ��l 4,024章 l ����

(歳　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款L旦旦三第額 !金額柄成比 劔^)�2��c�ﾘb俘xﾇb�補正の内容 
金額金額.構成比 

l総務費 �"ﾃ#�#�絣�ﾂ��"ﾃ#�#�絣� 

2慧芸霊警荒雷雲 鼎�づC���99.4 ��後期高齢者医療広域連合納付金3,981 

3諸支出金 鼎S��0.1 鼎2紊�3｣���9Lｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ�]Hｭ(ｾ�C2�

4予備費 鉄��l 0.0 鉄�����

- 

歳出合計 鳴���

LilH‥



平成28年度　国民宿舎特別会計補正予算(第2号

(歳入)(単位:千円,%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c(ﾘb��合計 
金額l構成比 刹煌z 仞�ｧ｢�構成比 

l財産収入 ���0.0 ��I 白�����

2繰入金i8,805 �81.5i1,900 l �10,705 塔B�2�-般会計繰入金1,900 

3諸収入 �"ﾃ����l 18ー5■ �2,000 l 鳴�ﾃ�R縒� 

歳入合計 ���ﾃ��b�100.0 ��ﾃ����12,706 �������

(歳出)(単位‥千円,%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧｨ耳��2��c(ﾘb��剄㈹v 

金額.構成比 刹煌z 仞�ｧ｣�ﾕﾉ�ﾉNB�竸)�8,ﾉ>�vR�

l国民宿舎事業費 白ﾃcS��15.3 ��ﾃ3���2,951 �#2�"�国民宿舎運営費(維持論修費)1,300 

2温泉施設事業費 唐ﾃ�CB�75.4.600 l �8,744 田ゅ��温泉施設運営費(維持補修費)600 

l 3基金積立金ll �0.0 ��1 ����� 

l 4公債費■ �#������"���10 ������ 

5予備費 ��ﾃ����9ー21,000 剿ﾂ��r纈� 

歳出合計 ���ﾃ��b�100.01,900 �12,706 槌ﾆ�ﾃ�� 
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平成28年度水道事業会計補正予算(第1号)構成表

(収益的収支)(単位:千円%) 

款.項 刳�阯¥夢額 剳竦ｳ(第1号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

水道事業収益 �427,280 ������� 鼎#rﾃ#���100.0 ��

営業収益 鼎�bﾃCs"�95.1 ��406,472 涛R��� 

営業外収益 �#�ﾃ��r�4.9 ��20,807 釘纈� 

特別利益 ���0.0 ��1 ����� 

水道事業費用 �426,716 �������393 鼎#rﾃ����100.0 ��

営業費用 �3S"ﾃ����82.5 �3�2�352,474 塔"絣�給与費等1,654 原浄配給水費委託料▲1,261 

営業外費用 都2ﾃC3R�17.2 ��73,435 ��r�"� 

特別損失 �#���0.1 ��200 ����� 

予備費 ��ﾃ����0.2 ��1,000 ���ｳ"� 

収支差引 �564 辻�▲393 ��s��- ��

(資本的収支)(単位:千円.%) 

款.項 刳�阯¥算額 剌k正(第1号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

資本的収入 �43,383 ������� 鼎2ﾃ3�2�100,0 ��

企業債 鼎�ﾃ����92.2 ��40,000 涛"�"� 

負担金 �2ﾃ3�2�7.8 ��3,383 砥�� 

資本的支出 �215,275 ������� �#�Rﾃ#sR�100.0 ��

建設改良費 都津��R�37.1 ��79,905 �3r��� 

企業債償還金 ��3Rﾃ3s��62.9 ��135,370 田"纈� 

収支差引 凵｣171,892 辻� ��3�s�ﾃン"�- ��
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◎一般会計9月補正予算の概要

【歳入】(単位.千円) 

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

9地方交付税 ��X�,ｨﾏ�WI�R�,x��俥��ﾘ逋uﾈ螽�����4,194,000 �3C"ﾃ�C2�4,536,143 

(1)地方交付税 鑓ﾏ�WHﾈ�.逢ｩ9忠[ﾙ�ﾃ#吋�7ｒ閏ﾙ�ﾃ#yD�7ｒ��ﾘﾋｒ�

(む地方交付税 唸ｮ顏�ﾞ��ﾘ�whｧｩZr途ﾃc3Bﾃイ��x励rﾃs�"ﾃcc9�x苓�3srﾃ��I�x冷�
･基準財政収入額(B)2,893,265千円2,892,007千円1,258千円 

･差引額仏ト(B)4,741,584千円4,820,656千円▲79,072千円 

･合併算定香箱減額(C)31,337千円0千円31,337千円 

･調整額(D)6,255千円0千円6,255千円 

･春付漁網(A一一rBHc)-ED一生赴塑星千円皇道⊇旦遡千円幽千円 

･臨時財政対策債426,426千円553,516千円▲127,090千円 

･交付税+臨財債5.130,418千円5,374,172千円▲243,754千円 

o主な増減(対前年度) 
･基準財政需要額.地域振興費(人口)42,700千円 

･包括算定経費(人口)▲70,091千円 

･地域経済.雇用対策費▲44,5u千円 

･基準財政収入額.地方消費税交付金33,382千円 

･固定資産税37,194千円 

･市民税▲52,417千円 

･市町村交付金▲19,i78千円 

o合併算定拳の縮減.廃止 

平成28年度から32年度にかけて段階的に縮減され､平成33年度以降廃止○ 
一箱減率H28:0_lH29:0.3H30:0_5H31:0.7H32:0.9 

(合併算定替)(一本算定)(影響領) 
･普通交付税交付基準額(心4,741,584千円4,415,607千円325,977千円 

･臨時財政対策倍額替額(B)426,426千円439,036千円▲12,610千円 

･合併界定替影響額仏)十位)5,168,OlO千円4,854,643千円Bia.並三千円 

･合併算定替縮減額:313,367千円×0.1≒塾遥狂王巴 

14県支出金 ���髯8xﾊy&闔i�Xｻｹ�I�倬hｼiN�,x����ﾘﾟH攣uﾈ螽�����7,419 免ﾂﾃsC��19,168 

(2)県補助金 鑓�9h馼ｼh譜ﾘ�9h�宙紀�8ｻ8�9hｧ｢忠�ﾘｸ"��

(D総務費県補助金 啜T�FFXﾏHﾔ�8�6ｨ8X�ｸ､ｩJﾘ辷�馼ｼc�ﾃ#���x励�ﾃ#���x苓自�x冷�
･薩摩辞英国留学生記念館誘客イベント事業1,144千円1,144千円-千円 

･観光まちづくり人材育成事業3,075千円2,357千円▲718千円 

･いちき串木野市体感魅力アップ食観葉事業2,000千円2,000千円-千円 

･観音ケ池周辺整備事業-千円12,467千円12,467千円 

計7,419千円19,168千円11,749千円 

18繰越金 �����7案ｨ葎ｾ��,x��俥��ﾘ攣uﾈ螽�����124,267 �36ﾂﾃ�迭�455,362 

(1)繰越金 唸ﾜ�?ﾉ�ﾘｧ｣�づ�#2ﾃS3��x冷鞋頽��ﾘｧ｣�rﾃ3�2ﾃCcY�x冷�

(む繰越金 唸ﾜ�?ﾈﾜ頽�x処ｧ｣cC�ﾃ�ci�x冷�(���N�/ﾈ鵁ﾄｨ葎ｧ｣津Cs��x冷�

･繰越明許費繰越額175.225千円.実質収支額455,362千円 

20市債 ���8ﾜ"�,x��俥��ﾘ攣uﾈ螽������1,865,493 ��c�ﾃS32�2,027,026 

(1)市債 ��ｾiZ｢葦�.逢｢忠¥�ｒ��ﾘﾋｒ�

堰)農林水産業倍 唸ｬ��5�ｩ8�9j�,ﾉ���餔X馼ｼhﾜ##2ﾃs���x励��ﾃ����x苓�3��ﾃ����x冷�

⑥土木債 唳;刋��餔X馼ｼhﾜ#C�bﾃS���x励CS�紊���x励32ﾃ����x冷�

@災害笹JEl債 唸ｾh枴�騫ﾘ馼ｼhﾜ###Rﾃ����x励3c2ﾃc���u���3づc���x冷�

@臨時財政対策債 唸ﾏi4�,��ﾘ����餔X馼ｼhﾜ(自�x励津����x励津����x冷�
･農林水産業施設災害復旧債13,000千円25,100千円12,lOO千円 

･公共土木施設災害復旧費6,680千円23,200千円16,600千円 

･臨時財政対策債463,293千円426,426千円▲36,867千円 

･その他市債717,400千円717,400千円0千円 

計1,865,493千円2,027,026千円161,533千円 

o市債残高等 
-平成28年度市債残高見込額:21,958,811千円 

うち交付税措置見込額:13,324,940千円(交付税措置率:60_7%) 
･合併特例事業債活用額:5,667,900千円(活用率:68.8%) 

(注)国庫.県支出金等の説明は､歳出ページに記載○ 
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歳出(給与
○内容

平成27年度給与改定及び平成28年度人事異動等に係る給与費等の追加･減額.

(給与改定内容)

①給料:改定率平均0.4%(0.27%～1.45%) 栄-人当たり平均389円引き上げる｡

②期末勤勉手当:支給月数を現行4.1月から0.1月引き上げ､ 4.2月にする｡

○対象者
･一般職員数339人(一般会計323人､簡易水道事業2人､公共下水道事業5人､療育事案2人､水道事業7人)

○影響額　　　　　　　　給与改定　　共済費改定　人事異動等　　　計

･一般会計　　　　　　15,442千円　▲19,844千円　▲35,019千円　▲39,421千円

･前易水道事業　　　　　　99千円　　▲118千円　▲1,190千円　▲1,209千円

･公共下水道事実　　　　　412千円　　▲313千円　　▲ 168千円　　▲69千円

･療育事業　　　　　　　　97千円　　▲ 126千円　　▲39千円　　▲68千円

･水道事業　　　　　　　　362千円　　▲ 442千円　　1,734千円　　1月54千円

合　計　　　　16,412千円　▲20,843千円　▲34,682千円　▲39,113千円

会計名 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 忠%��^)�8ｧ｢�位:千円) 計 

-般会計 ��ｸｹu餒�9忠Fxｧ｢��ﾙk�擺�2,743,093 ��33津C#��2,703,672 

o事業費:▲39,421千円(給料▲13,930,職員手当等▲4,277､共済費▲21,214) 

o職員数等:一般職316人(当初比▲2人) 

再任用短時間職員7人(当初比▲2人) 

荷易水道事菜 ��ｸｹu餒�9宙ｸ8ｧ｢��8岔�Y;�ｲ�16,090 ��3�ﾃ#���14,881 

特別会計 鑓馼ｼiN��3�ﾃ#���x冷虻ｹ{��3ゴR��X醜詹9i9纏HｺHﾜ���33S鋳�

o職員数:一般職2人(当初枕-) 

公共下水道事菜 ��从ｹu餒�9忠6隗｢��8岔�Y;佇ﾒ�39,375 ��3c��39,306 

特別会計 鑓馼ｼiN��3c��x冷虻ｹ{��#�I�X醜詹9i9免ﾃB霄Hﾜ���33�B��

o職員数:一般職5人(当初比-) 

療育事業 ��ﾘｸｹu餒�9宙ﾋ逢｢兀�8擺�17,482 ��c��17,414 

特別会計 鑓馼ｼiN��3c��x冷��X醜詹9i9塔JHｺHﾜ���3�S"��

○職員数:一般職2人(当初枕-) 

水道事業 ��ｸｹu餒�9忠,x����8岔�Y;�ｲ�59,106 ��ﾃcSB�60,760 

0事業費:1,654千円(給料113､職員手当等828､賞与引当金繰入金100 

法定福利費613) 

○職員数:一般職7人(当初氏-) 
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【歳出】(単位=千円) 

款.項.日 倬hｼikﾈ�ｸ皦,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

1議会費 嫡Hｶ8檍効醜檍�_ｩ�y�ﾙOY�餔YN��hｴｲ亳8檍駟k�ｼyuﾈ螽ﾘ��ﾆﾂ�0 �#���290 

(1)議会費 鑓馼ｼiN�#���x冷咽8鰮{��

(D議会費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

第2委員会室に傍聴用放送設備を整備する. 

2総務費 嫡Hﾞ��ﾙ+)�隶霎���xｾ���hｴｲ俥��ﾘ攣uﾉdh���ﾆﾂ�0 �##づ����228,000 

(l)総務管理費 鑓馼ｼiN�##づ����x冷���xｾ���

⑤財産管理費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

地方財政法第7粂によりr敢算剰余金が生じた場合は､その剰余金のうち1′2以上の 

金額を硫み立てるか､地方債の繰上償う雷に充当しなければならない｣ため､平成27 

年度決算剰余金を財政調整基金古こ積み立てる｡ 
･平成27年度実質収支額:455,362千円 

･平成28年度財政調整基金残高(見込み):i,055,043千円 

@企画費 嫡I.員ｩ�9���鞜I^(�ｾ���hｴｲ��ﾘﾟH攣uﾉdh���ﾆﾂ�0 �"ﾃ#S��2,259 

o事業費:2,259千円(補助金) 

o特定財源:- 

o補助内容等 

⑳住宅建築(購入)補助金 

･住宅建築(購入)費の5%又は500千円のいずれか少ない領○ 

･若者(40歳未満)加昇:200千円※平成28年度から適用 

･市内業者利用による住宅取得加算:200千円※平成28年度から適用 

⑳定住奨王政金 

･中学生以下1人につき300千円90【)千円限度 

③土地購入補助金 

･土地購入費の10%又は1,000千円のいずれか少ない額○ 

(年間見込件数)(年間見込額) 

･住宅建築(購入)補助金l件700千円(市内業者利用加算) 

･定住奨励金2件600千円 

･土地購入補助金2件959千円 

計2,259千円 

(9企業立地対策費 嫡Hｮ仂h,ﾉuY'i�9�亶�-�孜�ﾉ^(�ｾ��,x����ﾘﾟH攣uﾈ螽���ﾆﾂ�ll,900 ��bﾃS���28,400 

o事業費:16,500千円(靖劫金) 

o特定財汲:- 

o事業内容等 

①雇用促進補助(当初)(決算見込)(増減) 

･プリマハム(秩)ll,000千円16,000千円5,000千円 

(22人)(32人)(10人) 

･(秩)アールエフ一千円10,000千円10,000千円 

(一人)(20人)(20人) 

･(樵)ヒガシマルー千円1,500千円1,500千円 

(一人)(3人)(3人) 

計11,000千円27,500千円16,500千円 

(22人)(55人)(33人) 

◎事業所用水使用盈補助(当初)(決算見込)(増減) 

A(秩)全栄7-ズ900千円900千円-千円 

⑳共生協働推進費 嫡Hﾏ�zﾈ5ｨ985��ｸ郢�ﾘｬyyﾙN�査鰮^(�9N��,x���-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�擺�1,200 ��ﾃC���2,600 

o事業費:I,400千円(修繕料)予算零pl2 

○特定財源:- 

o事業内容等 

昭和56年建設の上名交涜センター水道管繍修に伴う維持補修費の追加○ 
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E歳別(単位.千円) 

衣.項.目 倬hｼikﾈ耳皦,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 佩y�8ｧ｢�計 

2総務費 �8ﾏij����99H郢�ﾙ^(�ｾ��,x���-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ螽����"�1,000 �"ﾃ#sB�3,274 

(1)総務管理費 ��馼ｼiN�"ﾃ#sI�x冷運(�ｾ���

⑳共生協働推進費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o補助内容等 

自給公民館等が設定する安全灯(LED灯)の費用に対して2′3を補助する○ 

(当初)(年間見込)(増減) 
･補助件数41件197件156件 

③自治公民館建設整備事業祷助金(追加)まちづくり防災課予算書p12 ��ﾃCヲ�273 ��ﾃsc"�

o事菜費:273千円(補助金) 

o特定財源:- 

o祷助内容等 

(自治公民館名)(総事業費)(補助率)(祷助金額)(改修内容) 
･坂下公民館821千円1′3273千円倉庫.トイレ改修 

伝)まちづくり計画事業補助金(ハード事業)(追加)まちづくり防災課 �2ﾃ����4,605 途ﾃc�R�

o事業費=4,605千円(補助金)予算書pl2 

o特定財源:- 

o補助内容等 

各まちづくり協議会が策定したまちづくり計画に基づき実施される事業に対して9′lO 

(上阪l,800千円)を補助する○ 

(地区)(総事業費)(補助率)(稀助金額)(改修内容) 
･生福地区まちづくり協罷会1,064千円9′10958千円案内看板設置 

･中央地区まちづくり協議会351千円9′10316千円石碑説明看板設置 

交流センター和整備 
･野平地区まちづくり協議会1,058千円9′10953千円生活道路舗装 

･上名地区まちづくり協議会1,197千円上限l,000千円イベント用テント設置 

･れいめい羽島協議会884千円9′10795千円生活道路舗装 

サンセットパーク整備 

･照島地区まちづくり協法会648千円9′10583千円生活道路舗装 

計4,605千円 

3民生費 ��ﾙ�ﾌ倡因��]Hｭ(ｾ���hｴｲ兀�8攣uﾈ螽���ﾃB�0 迭ﾃイ��5,841 

(1)社会福祉費 鑓馼ｼiN�Rﾃイ��x冷云Hｭ(ｾ���

(》社会福祉総務費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

平成27年度臨時福祉給付金給付事策費及び生落困窮者自立相談支援事業費の 

特質に伴う国庫支出金返還金○ 

@障害者等福祉費 ��ﾙ�ﾌ定ﾊx辷�ｾ�]Iuhｾ���hｴｲ兀�8攣uﾈ螽���ﾃB�0 �2ﾃ�3"�3,132 

o事業費:3,132千円(返還金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

平成27年度障害者自立支援給付費等の精算に伴う国庫.県支出金返還金○ 

@老人福祉費 ��&闔h櫁ﾎﾈｮ餉Y�餔X馼ｼi^(�ｾ�依逢｢佶(ﾔ��ﾙ�佇ﾙuﾈﾇ(����B�8,500 ��3づS���0 

o事業費:▲8,500千円(補助金) 

o特定財源:民生費県補助金▲8,500千円(補助亭:定額) 

o事業内容等 

実施事業者の事業取り下げ申請に伴う補助金の減額○ 

(診相続財産管理人選任申立経費(新規)福祉課予算書p14 ���600 田���

o事業費:600千円(扶助費) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

老人保譲披措置者の相続財産管理人選任等に係る経費○ 

伝)老人福祉施設 �6�仭盈穎ﾈﾘ)~竟)Y�85ｨ985��ｸｬyyﾙN�査鰮9咽9N��,x��兀�8擺�600 都���i,3(】0 

管理費 鑓馼ｼiN�s���x冷咽9�Y{�uﾈ螽����B�

○特定財汲:- 

o事業内容等 

串木野高齢者福祉センターの維持補修費の追加○ 
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臓出】(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 

3民生費 ��櫁ﾎﾉ]ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��,x��佶(ﾔ��ﾙ�凅x���iMG��R�488,489 �#SR�488,744 

(1)社会福祉費 鑓馼ｼiN�#SY�x冷案ｨ�ｾ���

⑤介護保険特別会 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

計財政対策費 鑓馼ｼi>�vY9��

地域支援事業費の増額に伴う介護保険特別会計繰出金の追加o 

3民生費 ��髯;iWﾙwｸ詹9h5h5�6X8�淙�8ﾆ���hｴｲ兀�8攣uﾈ螽���ﾃR�0 鼎3"�432 

(2)児童福祉費 鑓馼ｼiN�C3)�x冷���Y{��

②児童運営費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

児童扶養手当制度改正に伴うシステム改修委託料○ 

◎児意扶養手当給付費(追加)福祉課予算書pl5 ��Sbﾃ�#"�7,485 ��cBﾃC�r�

o事業費:7,485千円(扶助費) 

o特定財源:民生費国庫負担金2,495千円(負担率:1′3) 

o事業内容等 

児童扶養手当月額改定及び受給者増に伴う扶助費の追加○ 

･改正内容 

①第1子分:月額42,000円から42,330円に増額(影響領:800千円) 

⑳第2子加算:月額5,000円から10,000円に増額(影響額:3,200千円) 

③第3子以降加算:月額3,000円から6,000円に増額(影響領:600千円) 

当初決算見込み増減 
一支給対象者336人354人18人 

◎社会福祉施設整備事業補助金(新規)福祉課予罪書p15 ���9,963 湯ﾃ田2�

o事業費:9,963千円(補助金) 

o特定財源:民生費国庫補助金6,642千円(補助率:補助対象額の1′2) 

o事業内容等 

太陽保育園園舎大規模改修に対する繍助金○ 
･総事業費:13,284千円 

-補助額:9,963千円(国:6,642千円(1′2)､市:3,321千円(1/4)) 

伝)母子家庭等就労支援対策事業費(追加)福祉課予算書pl5 �2ﾃ����1,969 迭ﾃsc��

o事業費:1,969千円(扶助費) 

○特定財源:民生費国庫補助金1,476千円(補助率:3′4) 

○事業内容等 

母子家庭等就労支壌対策事業制度改正に伴う扶助費の追加○ 

･改正内容 

●自立支援教育訓練給付金 

◎給付額上限の引上げ(100千円から200千円-100千円引上げ) 

4高等職業訓練促進給付金等事業費 

⑳支給期間の延長(2年間を3年間-1年間延長) 

◎対象資格の拡充(調理師等の追加) 

◎修学期間の拡充(2年以上を1年以上-) 

(扶助費名)(当初)(改葬見込)(増減) 
･自立支援教育訓練給付金100千円200千円100千円 

･高等職業訓練促進給付金等事業費3,700千円5,569千円1,869千円 

計3,800千円5,769千円1,969千円 

(9児蛮発達支援事業費(追加)福祉課予算書pl5 涛"ﾃc���95,140 ��ビﾃsC��

○事業費:95,140千円(手数料53､扶助費95,087) 

o特定財源:民生費国庫負担金46,919千円(負担率:1′2) 

民生費県負損金23,457千円(負担率:1′4) 

o事業内容等 

(扶助費名)(当初)(決芽見込)(増減) 
･児童発達支援給付費42,084千円l10,382千円68,298千円 

･放課後等デイサービス給付費46,775千円71,626千円24,851千円 

･障害児相談支援給付費2,593千円2,938千円345千円 

･保育所等訪問支援給付費906千円2,499千円1,593千円 



[歳出】(単軌千円) 

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

3民生費 �Xﾙ�ﾌ定ﾊx辷�ｾ�]Hｭ(ｾ���hｴｲ兀�8攣uﾈ螽����R�0 ��2ﾃs釘�13,794 

(2)児童福祉費 鑓馼ｼiN��2ﾃs的�x冷云Hｭ(ｾ���

@児童運営費 愉<�.萎��Δﾒ�

o事業内容等 

平成27年度子育て世帯臨時特例給付金及び保育施設等給付費の精算に伴う 

国庫.県支出金返還金○ 

⑦療育事業特別会計級出金(減額)福祉課予算番p15 唐ﾃ3Cb�▲68 唐ﾃ#s��

○事業費:▲68千円(繰出金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

給与費等の減額に伴う療育事業特別会計繰出金の減額○ 

3民生費 ��ﾙ�蝌辷�ｾ�]Hｭ(ｾ���hｴｲ兀�8攣uﾈ螽���ﾃb�0 釘ﾃ3#��4,320 

(3)生活保護費 鑓馼ｼiN�Bﾃ3#��x冷云Hｭ(ｾ���

①生活保讃総務費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

平成27年度生活保護費等の国庫支出金返還金○ 

4衛生費 ��ﾙ�ﾌ定ﾊx辷�ｾ�]Hｭ(ｾ���hｴｲ佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ蟀MG��b�0 田Sb�656 

(1)保健衛生費 ��ｸ馼ｼiN�cSi�x冷云Hｭ(ｾ���

(D保健衛生総務費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

平成27年度未熟児養育医療給付費の国庫.県支出金返還金o 

@健康増進事業費 ��ﾙ�ﾌ倡因��]Hｭ(ｾ���hｴｲ囘儘��ﾙ��ｹuﾈ螽����r�0 �#��21 
o事業費:21千円(返還金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

平成27年度がん検診推進事業費の国庫支出金返還金○ 

⑤環境衛生費 ��ｮｸﾊ��夊���ﾉ5�ｸ靫磯i^(�ｾ��,x����hｨ握(ｺｸ攣uﾈ螽����r�6,000 湯ﾃ����15,000 

o事業費:9,000千円(補助金) 

○特定財蘇:- 

o事業内容等 

(当初)(年間見込)(増減) 
･補助見込件数20件50件30件 

(卦簡易水道事業費 ��ｬ�Y�Y;倬hｼi<�¥ｨ檍ﾇhｫx�ｾ�依逢｢��8岔�Y;佩ｹuﾈ螽����r�69,048 ��3�ﾃ#���67.839 

o事業費:▲1,209千円(繰出金) 

○特定財源:- 

o事業内容等 

給与費等の減に伴う簡易水道事菜特別会計繰出金の液執, 

⑳後期高齢者医療 ��ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9|8ﾔﾈ司��ﾘyX�%8ｾ��,x��佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����r�450,268 ��ﾃ3#b�451,594 

制度事業費 鑓馼ｼiN��ﾃ3#i�x冷厩�%8ｾ���

○特定財露:- 

o事業内容等 

平成27年度療養給付費負担金の精算額決定に伴う負担金の追加○ 

6農林水産業費 嫡H5�8�ｬyyﾙN�,x��僞��ﾘ攣uﾈ螽������9,323 ��ﾃ����ll,223 

(1)農業費 鑓馼ｼiN��ﾃ����x冷咽9�Y{��

@農業総務費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

市来ダム管理設備ups交換等の維持補修費の追加○ 

(罫農業施設維持費 嫡IE�h郢�ﾘ査鰮N�,x���&��ﾘ攣uﾈ蟀MG����15,984 澱ﾃc���22,584 

○事業費:6,600千円(貸金1,000､修繕料2,500､借上料1,600､原材料費1,500) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

農業施設の維持補修費の追加○ 
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【歳出】(単位.千円) 

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

6農林水産業費 ��抦ｴｹlﾙ7�&陝ﾉ|x馼ｼh串�ｾ��,x��僞��ﾘ攣uﾈ螽������3,385 釘ﾃs�"�8,167 

(1)農業費 鑓馼ｼiN�Bﾃs�)�x冷運(�ｾ���

@小規模土地改良 愉<�.萎��ﾓ｢ﾒ�

事業費 鑓馼ｼi>�vY9��

(事業名)(当初)(決算見込)(増減)(地区名) 

･農道新設改良工事480千円1,605千円1,125千円生福中山間外5地区 

･用排水路改良工事1,100千円1β50千円550千円寺堀地区 

･農地瞳畔改良工事1,050千円4,157千円3,107千円生福中山閣外5地区 

･その他755千円755千円一千円 

3,385千円8,167千円4,782千円 

(9土地改良事業費 ��ﾙ�ﾉ>ﾉG)�Xｴ��ｨ淙�8馼ｼb��hｴｲ僞��ﾘ攣uﾈ蟀�'����0 ��ﾃ3���1,300 

o事業費:1,300千円(委託料) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

老朽化が進んでいる川南排水機場の適切な維持.管理のため､長寿命化の実施計画 

を策定する○ 

⑳JJI南地区は場整備事業(市単独)(追加)農政課予算書p18 釘ﾃ����4,500 唐ﾃS���

o事業費:4,500千円(工事費) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

県営事業に伴う補助対象外工事費の追加○ 

6農林水産業費 ��揵�Y}�ｭHﾔﾈ�ｨ査鰮^(�9N�,x��僞��ﾘﾈﾙuﾈ螽������300 鉄���βOO 

(2)林業費 鑓馼ｼiN�S���x冷咽9�Y{��

(参林業振興費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

小水林間広場の維持袴修費の追加○ 

@市有林管理費 ���9tﾉ}�ｬyyﾙN�査鰮^(�9N��,x��僞��ﾘ攣uﾈ螽������8,804 ��ﾃs���10,504 

0事異変:1,700千円(修繕料700､委託料1,000) 

o特定財源:- 

o事案内容等 

市有林の維持補修費の追加. 

堰)林道費 ��ﾊyN�%�<h串�}�;倬hｼb��hｴｲ僞��ﾘ攣uﾈ螽ｯ�����0 �2ﾃS��鋳�3,500 

o事業費:3,580千円(工事費) 

o特定財源:農林水産莫費県補助金1,400千円(補助率:4hO) 

o事業内容等 

林道舟川野下線に落石防護柵を設置する○ 

6農林水産業費 宙�Hﾌｸﾞ�&霎hｹ仂h�x飄)�X馼ｼi<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��,x����8岔�Y;�ｲ�10,783 �"ﾃc���13,383 

(3)水産英資 鑓馼ｼiN�"ﾃc���x冷案ｨ�ｾ�冰ﾈ螽������

(参漁業集落排水 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

事業費 鑓馼ｼi>�vY9��

排水管新設工事等に伴う戸崎地区漁業集落排水事業特別会計繰出金の追加○ 

7商工費 ��ｬ�Xｷ�uXｷ��9�倬hｼb��hｴｲ豫�Xﾏ�<�攣uﾈ螽���#��0 ��ﾃ����I,900 

(1)商工費 鑓馼ｼiN�津����x冷雲��N���ﾈ�w�N����Io�k�N��ﾃ���I^(�ｾ�3����

③観光費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

熊本地震の影響により観光客が減少傾向となっているため､県外宿泊客-の物産館 

等の利用商品券配布及び修学旅行生-の施設使用料等免除に対する補助を行い､ 

本市-の誘客促進及び物産館.観光施設の利用増を図るD 
･実施期間:平成28年10月1日～平成29年3月31日 

◎国民宿舎等活用促進事業補助金(新規)観光交流課予算書p20 ���70,000 都�ﾃ����

o事業費:70,000千円(補助金) 

o特定財源:- 

○事業内容等 

10月に無償譲渡予定の(樵)ホテル旅館マネジメントが行うさのさ荘修繕等及び温泉砥 

保等に要する経費に対する補助金. 



【歳出】悼位:千円) 

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

7商工費 �(ﾙ�j�溢�<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��,x��豫�Xﾏ�zﾈ攣uﾈ螽���#��8,805 亦ﾃ����10,705 

(1)商工費 鑓馼ｼiN��ﾃ����x冷案ｨ�ｾ���

③観光費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

○事業内容等 

国民宿舎吹上浜荘及び市来ふれあい温泉センタ-の維持補修に伴う国民宿舎 

特別会計顔出金の追加○ 

8土木費 ��;刋�ｸ鰮N�ﾆ�ﾙ^(�9N��,x���7冦�ｹuﾈ螽���#��31,252 �3rﾃ����68,252 

(2)道路橋梁費 鑓馼ｼiN�3rﾃ����x冷咽9��{�#�ﾃ���H勾�Y{�ﾃ���靈Hﾝ驅���ﾃ���H+ｸ,ﾉ�ﾃ2ﾃ�����

(》道路維持費 ��ｹ<�.萎�ﾋ討ﾒ�

○事業内容等 

市道の維持補修費の追加. 

⑳道路維持費(工事費)(追加)土木課予算書p21 ��BﾃS���35,000 鼎津S���

o事業費:35,000千円(工事費) 

o特定財政:- 

○事業内容等 

(予定路線名)(地区名)(事業概要)(延長) 

･上名芹ケ野線旭舗装450m 

･島平野元農本浦横断暗渠8m 

･栄町6号歳中央舗装.側溝40m 

･酉塩田.下カニ田繰中央舗装200m 

ー野元平江緑野平舗装150m 

･市来港繰湊舗装100m 

@橋梁長寿命化事業(追加)土木課予算書p21 ����ﾃS���1,700 ���"ﾃ#���

○事業費:I,700千円(委託料) 

o特定財渡:土木費国産補助金1,020千円 

(補助率:6′10社会資本整備稔合交付金) 

道路整備事業債600千円 

o事業内容等 

橋梁の整備設計委託料の追加. 

(参道路新設改良費 嫡I;刋��i�ﾘ淤|x馼ｼb�,x���7冦�ｲ�78�8ﾇh柯攣uﾈ螽���#��382,500 田rﾃ�3r�449,637 

○事業費:67,137千円(委託料4,900､工事費51,330､用地費9,607.その他1,300) 

o特定財源:土木費国庫補助金▲26,020千円 

(補助亭:6′lO社会資本整備総合交付金) 

道路整備事業債33,300千円(合併特例事業債) 

o事業内容等 

(予定路線名)(地区名)(事業概要)(延長) 

(D岩下1号繰冠岳測免.設計､用地40m 

②酉岳2号愚生福拡幅工事90m 

③別府上名線(中井原工区)生福&lJ最,設計,工事,用地費50m 

堰)函大松繰生福法面保護､用地費30m 

(9下石野線生福調査.設計140m 

@′ト薗繰上名刺盈.設計120m 

(9大薗河内線上名拡幅工事95m 

⑧別府島平線照島歩道整備､用地費40m 

(勤段之山線寮島拡幅工事145m 

⑳海瀬.坂下線照島海瀬橋撤去設計50tn 

⑪島平.野元線照島交差点改良 

⑩野元平江緑野平舗装70tn 

⑬中向線荒川拡幅工事20tn 

⑭島内松原線川南用地費(A-99lnI) 

⑬戸崎漁港線川南用地費(A-2,787m2) 

※都心平江線:社会賢本整備総合交付金交付改定に伴う財源組替 
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【歳出】(単位:千円) 

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

8土木費 ��ﾙ;刋��I*��餔X馼ｼb��hｴｲ�7冦�ｹuﾈ蟀V��#��0 唐ﾃ����8,000 

(2)道路橋梁費 鑓馼ｼiN�づ����x冷���Y{��

@道路新設改良費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�
○事業内容等 

市道の一元管理､計画的な維持補修を行うために､現在祇べ-スで行っている台畷 

の電子化を図る○ 

@交通安全施設 嫡Hﾏ�,ｨ���8郢�ﾘ馼ｼiN�査鰮D咽9N��,x���7冦以ﾙuﾈ螽���#��1,000 ��縱S��2,750 

事業費 鑓馼ｼiN�津sS��x冷咽9�Y{��

o特定財源:- 

o事業内容等 

交通安全施設事業費の維持論修費の追加o 

8土木費 ����w�憖�ﾈ4�5(92郵淙�8馼ｼb��hｴｲ�7冦�ｹuﾈ螽���#��0 ���ﾃS���10,500 

(3)河川費 鑓馼ｼiN���ﾃS���x冷��ﾘｾ�S��Hﾔ磯iN���ﾃ�����

(9河川維持費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

オコン川の護岸改修を行う.(延長し-20m) 

◎河川維持費(維持補修費)(追加)土木課予算書p22 ��ﾃ�3��5,800 途ﾃc3��

o事業費:5,800千円(修得料4,000､手数料l,500､原材料費300) 

o特定財盲庶:- 

o事粟内容等 

普通河川等の維持補修費の追加○ 

8土木費 �6���ﾘ鳧�ｹ�Xｮｸﾊ�ｩ�闕ｩ5ﾙ9倬hｼi^(�ｾ���hｴｲ�78�8ﾇh柯攣uﾉH8��#"�0 ��ﾃCs��1,470 

5)都市計画費 鑓馼ｼiN��ﾃCs��x冷����ｾ���

(》都市計画総務費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

･申請箇所:春日町(183.63rFf) 

･補助額:1m'当たり8千円 

(多士地区画整理 茶刔ｹ7�&霎h枴�騫ﾘ馼ｼb�,x���78�8ﾇh柯攣uﾈ螽ﾘﾇ�#"�369,139 ��SBﾃS#��523,659 

事業費 鑓馼ｼiN��SBﾃS#��x冷閲yN�#�Hﾔ磯iN��SBﾃ�����

o特定財渡:区画整理事業債138,680千円 

o事業内容等 

産土地区画整理事業の進捗を図るための用地交渉経費及び工事費の追加○ 

◎公共下水道事業費 ��ﾏhｺH岔�Y;倬hｼi<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ�依逢｢��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���#"�347,210 ��3c��347,141 

o事業費:▲69千円(繰出金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

給与費等の減額に伴う公共下水道事業特別会計繰出金の減額○ 

(9公園事業費 宙-靠h��馼�����ｸ鰮^(�9N�迂y|ﾘ,ﾉ7冦�ｹuﾈ螽���#"�4,480 �"ﾃ����6,400 

o事業費:2,000千円(賃金500､修繕料1,500) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

公園の維持論修費の追加D 

@公園整備事業(新規)土木課.都市計画課予算書p22 ���2,200 �"ﾃ#�B�

o事業費:2,200千円(委託料) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

(予定公園名)(所在地)(事業内容) 

･浜中公園ロ之町トイレ改修設計費託 

･植現下公園湊町トイレ実施設計委託 
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【歳出】(単位:千円) 

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

8土木費 ���8�8��闕ｸ鰮D咽9N�,x���78�8ﾇh柯攣uﾈ蟀[��#2�6,000 釘ﾃ����10,800 

(6)住宅費 鑓馼ｼiN�Bﾃ����x冷咽9�Y{��

(か住宅管理費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

市営住宅の維持補修費の追加○ 

◎住宅リフォーム事業補助金(追加)都市計画課予算書p23 ��Rﾃ����22,500 �3rﾃS���

○事業費:22,500千円(補助金) 

○特定財源:- 

o事業内容等 

(当初)(年間見込)(増減) 

･補助件数100件250件150件 

･補助金額15,000千円37,500千円22,580千円 

(参住宅建設費 ��&闔i�Xｻｸ����餔X馼ｼb��hｴｲ�78�8ﾇh柯攣uﾈ螽���#2�0 湯ﾃs���9,700 

o事業費:9,700千円(委託料700.工事費9,000) 

o特定財源:公的賃貸住宅整備事業債9,000千円 

o事業内容等 

荒川地区(荒川小学校付近)における地域振興住宅整備予定地の造成蓮費. 

･予定戸数:2戸 

10教育費 �*ﾘ.�4�4�4�7ｨ�ｸ8ｸ査鰮^(�9N�,x��倆�檍ｻ8支攣uﾈ螽���#R�1,350 ��ﾃs���3,050 

(5)社会教育費 鑓馼ｼiN�津s���x冷咽9�Y{��

(9アクアホール 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

管理費 鑓馼ｼi>�vY9��

アクアホールの維持補修費の追加○ 

10教育費 忠/��ﾈ支郢�ﾘ査鰮^(�9N�,x��倡9j�5�7ﾈ�ｸ68攣uﾈ螽���#b�1,800 �3���2,100 

(6)保俸体育費 鑓馼ｼiN�3���x冷咽9�Y{��

@体育施設費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

多目的グラウンド等体育施設の維持補修費の追加○ 

④総合体育館 茶��ﾈﾘy�ﾈ支ｭ�ｸ鰮^(�9N�,x��倡9j�5�7ﾂﾘ68攣uﾈ蟀MG�#b�700 �#���980 

管理費 鑓馼ｼiN�#���x冷咽9�Y{��

o特定財源:- 

o事業内容等 

総合体育館の維持補修費の追加○ 

11災害復旧費 宙-颱�h郢�ﾘﾝ�･�YﾈｸﾉN�,x��僞��ﾘ攣uﾉdhﾘ��#b�37,900 �#2ﾃ����60,900 

(1)農林永産業施設 鑓馼ｼiN�#2ﾃ����x冷��ﾘｾ�Bﾃ���Hﾔ磯iN�"ﾃ#��H+ｸ,ﾉ�ﾃbﾃ�����

災害復旧費 愉<�.萎�ﾋ鐙ﾝ�･�YﾈｸﾉN�yX�%8ｾ�bﾃ����x冷�

(》農業施設災害 僞���X蝌ｼh郢�ﾘﾝ�･�Yﾈｸﾈﾜ#RﾃC���x冷�

復旧費 鑓馼ｼi>�vY9��

6月下旬の梅雨前線豪雨により被災した農業施設の復旧を行うための災害復旧費の 

迫力恥 

･復旧件数大里松尾ノ平外101件 

②林業施設災害 宙�I}�ｼh郢�ﾘﾝ���YﾈｸﾉN�,x��僞��ﾘ攣uﾉdhﾘ��#b�5,loo �#"ﾃ����27,100 

復旧費 鑓馼ｼiN�#"ﾃ����x冷�,�ｾ�"ﾃS��Hﾔ磯iN��Rﾃ���H+ｸ,ﾉ�ﾃBﾃS����

o特定財源:災香復旧費県負担金7,500千円 

農林水産業施設災蕃復旧債6,700千円 

o事業内容等 

6月下旬の梅雨前線豪雨により被災した林業施設の復旧を行うための災書復旧費の 

追加○ 

･復旧件数宇都口占串線外2l件 
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【歳出】(単位 劔u-:千円) 

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

11災害復旧費 ��;刋�ﾙ�ﾉ9俤�･�/�ｸﾉN�,x���7冦�ｹuﾈ螽���#r�23,000 鉄�ﾃ����73,000 

(2)公共土木施設 鑓馼ｼiN�S�ﾃ����x冷�,�ｾ�bﾃ���ﾈ�9�Y{�ﾃ���H妤�9{�ﾃ���Hﾔ磯iN�3�ﾃ�����

災害復旧費 愉<�.萎�ﾋ鐙ﾝ�･�YﾈｸﾉN��ﾌ儿�%8ｾ��2ﾃ3C��x冷�

(》道路河川等 佰hｺI7冦育ｹ�ﾘﾝ�V�ﾈｸﾈﾜ#�bﾃc���x冷�

災害復旧費 鑓馼ｼi>�vY9��

6月下旬の梅雨前線豪雨により被災した道路河川等の復旧を行うための災害復旧費 

の追加○ 

･復旧件数探田野下線外47件 

◎国民健康保険特別会計　9月端正予算の概要

【歳出】(単 劔位:千円) 

読 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�既定額 竸)�8ｧ｢�計 

6介護納付金 茶�靜ﾉEｹWHｾ��Hｧ｢�,�ﾜ��ﾙ��ｹuﾈ螽�����157,597 ��3#�ﾃsSR�135,842 

(1)介護納付金 鑓馼ｼiN��3#�ﾃsSY�x冷厩�%8ｾ���

o特定財源:国庫療養給付費等負担金▲6,961千円(負担率:32%) 

国庫財政調整交付金▲1,522千円(交付率:7%) 

県財政調整交付金▲1.957千円(交付率:9%) 

o事業内容等 

社会保険診療報酬支払基金が算定した介護保険第2号被保険者に係る納付金の 

減額○ 

･平成28年度介護保険第2号被保険者敦(見込み):2,507人 

(当初)(故買見込)(増減) 
･l人当たりの納付金:62,863円54,185円▲8,678円 

7共同事業払出金 嫡Hﾘ(ｧｨ�9|9N�(�ｾ��,x��竸靫��ﾙ��ｹuﾈ螽�����86,573 澱ﾃ都��93,551 

(1)共同事業拠出金 鑓馼ｼiN�bﾃ都��x冷厩亅xｾ���

o特定財源:国庫高額医療費共同事業負担金1,744千円(負担率:I/4) 

県高額医療費共同事業負担金1,744千円(負担率:I′阜) 

高額医療費共同事菓交付金3,490千円 

o事業内容等 

国保連合会が算定した高額医療費(1件80万円以上)に対する拠出金の追加. 

⑳保険財政共同安定化事業拠出金(追加)健康増進課予罫書p8 涛c2ﾃC迭�66,319 ��ﾃ�#津��B�

o事業費:66,319千円(負担金) 

o特定財済:保険財政共同安定化事業交付金2,324千円 

o事業内容等 

国保連合会が賢定した高額医療費(1件80万円未満)に対する拠出金の追加○ 

11語支出金 嫡Hﾙ�ﾌ倡因��]Hｭ(ｾ��,x���Hﾔ��ﾙ��ｹuﾈ蟀MG���1 鉄BﾃcS��54,651 

(1)償還金及び 鑓馼ｼiN�SBﾃcS��x冷云Hｭ(ｾ���

還付加算金 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

平成27年度療養給付費負担金の椅算に伴う国庫支出金返還金の追加o 
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◎介護保険特別会計9月補正予算の概要

【歳出】(単位:千円) 

衣 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�既定額 竸)�8ｧ｢�計 

3地域支援事業費 宙-饋�y4定ﾇ���4�5�4�7ﾘ6ﾈ5x8�986x辷�馼ｼiN�,x��佶(ﾔ��ﾙ��ｲ�10,815 ��ﾃ3�B�12,119 

(3)包括的支援事業 鑓馼ｼiN��ﾃ3�I�x冷厩�%8ｾ�冰ﾈ螽���r�

･任意事業費 愉<�.萎��ﾓｨﾙ�ﾌ�&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ�S���x冷委�WIzc｣3坦��

県地域支援事業交付金255千円(交付率:19.5%) 

o事業内容等 

主任介護支援専門員の異動に伴う負担金の追加o 

7諸支出金 ��ﾙ�ﾌ倡因��9兢Hｭ(ｾ��,x��竸靫��ﾙ��ｹuﾈ螽���r�i 塔Bﾃ都��84,971 

(1)償還金及び ��ｸ馼ｼiN�ィﾃ都��x冷云Hｭ(ｾ���

還付加算金 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

○事業内容等 

平成27年度介護給付費負担金等の精算に伴う国庫支出金等返還金の追加○ 

◎戸崎地区漁業集落排永事業特別会計9月端正予算の概要

【歳出】(単位‥千円) 

読 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�既定額 竸)�8ｧ｢�計 

1漁業集落排水 宙�Hﾌｸﾞ�&霎hｹ仂h�x飄)�X馼ｼiN�査鰮^(�9N��,x����8岔�Y;�ｲ�1,766 田���2,366 

事業費 ��ｸ馼ｼiN�c���x冷蔭�mYV儂�#��H�9�Y{���冰ﾈ蟀MG�r�

(1)漁業集落排水 ��ｹ<�.萎�ﾋ討ﾒ�

事業費 ��ｸ馼ｼi>�vY9��

戸崎地区漁業集落排水の維持補修費の追加○ 

(参戸崎地区漁業集落排水事業費(工事費)(新規)上下水道課 ���2,000 �"ﾃ����

o事業費:2,000千円(工事費)予算書p7 

o特定財源:- 

o事業内容等 

戸崎地区漁業集落排水地区内の住宅建設に伴い排水管を新設するo 

◎後期高齢者医療特別会計9月補正予算の概要

【歳出】(単位:千円) 

款 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�既定額 竸)�8ｧ｢�計 

2後期高齢者医療 ��ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9|8ﾔﾈ司��ﾘyEｹWHｾ��,x��佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���r�408,480 �2ﾃ塔��412,461 

広域連合納付金 鑓馼ｼiN�2ﾃ塔��x冷右ｹWHｾ���

(1)後期高齢者医療 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

広域連合納付金 ��ｸ馼ｼi>�vY9��

平成27年度収納分の被保険者保険料の追加o 

3諸支出金 ��自Lｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ�]Hｭ(ｾ���hｴｲ佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���r�0 鼎2�43 

(1)償還金及び 鑓馼ｼiN�C9�x冷云Hｭ(ｾ���

還付加算金 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

平成27年度一般会計繰入金の返還金o 
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◎国民宿舎特別会計9月補正予算の概要

【歳出】 ��(単位 

款l 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�匝定額匝正額 

1国民宿舎事業費 ��ﾙ�j�溢�阮9N�査鰮^(�9N��,x��豫�Xﾏ�zﾈ攣uﾈ螽���r�1,200 白ﾃ3���2,500 

(1)国民宿舎事業費 鑓馼ｼiN��ﾃ3���x冷咽9�Y{��

o特定財源:- 

o事業内容等 

吹上浜巷の消防用設備修繕等の追加○ 

2温泉施設事業費 ��ｸ)�(郢�ﾘ戊�9N�査鰮^(�9N��,x��豫�Xﾏ�<�攣uﾈ螽���r�8,100 田���8,700 

(1)温泉施設事業費 鑓馼����｣c���x冷咽9�Y{��

o特定財源:- 

o事業内容等 

市来ふれあい温泉センターの地下水汲上用ポンプ取替修繕等の追加○ 

◎永道事業会計9月補正予算の概要

【歳出:収益的 倡因��｢�%�肩�I�x冷��

読 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�既定額 做ｩ�8ｧ｢�計 

1水道事業費用 ��ﾋH�)Gｨｸｹ�YN���Y{�ﾋ逢｢��8岔�Y;儼ﾈ��dhﾘ���B�23,388 ��3�ﾃ#c��22,127 

(1)営業費用 鑓馼ｼh匹ｨ�6ﾂﾃ#c��x冷���Y{��

o特定財源:- 

o事業内容等 

決算見込みによる水道施設維持点検業務委託料の減額○ 
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