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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 ��bﾃ#��ﾃCCb�322,019 ��bﾃS#"ﾃCcR� 

簡易水道事業特別会計 鉄Sづs3�� 鉄Sづs3�� 

国民健康保険特別会計 迭ﾃ�モﾃSCr� 迭ﾃ�モﾃSCr� 

公共下水道事業特別会計 都�Rﾃ#�b� 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ccbﾃC3�� �2ﾃccbﾃC3�� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��づC#�� ��づC#�� 

療育事業特別会計 �#�ﾃ鉄"� �#�ﾃ鉄"� 

後期高齢者医療特別会計 鼎�Rﾃ#�r� 鼎�Rﾃ#�r� 

国民宿舎特別会計 ��"ﾃs�b� ��"ﾃs�b� 

合計 �#bﾃsビﾃ3c��322,019 �#rﾃ��津3s�� 

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 

衣 道 事 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 鼎#rﾃ#��� 鼎#rﾃ#��� 

支出 鼎#rﾃ���� 鼎#rﾃ���� 

差引 ��s�� ��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4号)構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第4号) 俘xﾇb�緬^)�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1市税 �2,909,030 ��r纈� �"ﾃ��津�3��17.6 ��

2地方譲与税 �124,121 ��繧� ��#Bﾃ�#��0.7 ��

3利子割交付金 �3,433 ����� �2ﾃC32�0.0 ��

4配当割交付金 �8,292 ����� 唐ﾃ#�"�0.0 ��

5芸式等腎所得慧 冤l,823 ����� 免ﾂﾃ�#2�0.0 ��

6地方消費税交付金 �586,820 �2綯� 鉄ッﾃ�#��3.6 ��

13,405 ��謦� ��2ﾃC�R�0.I ��

8地方特例交付金 �13,878 ����� ��2ﾃピ��0.I ��

9地方交付税 �5,136,143 �3�縒�77,732 迭ﾃ#�2ﾃピR�31.6 儿�,ｨﾏ�WI�Ssrﾃs3"�

･o違背】誓言霊 �6,000 ����� 澱ﾃ����0ー0 ��

11分担金及び負担金 �156,665 �����▲7,640 ��C津�#R�0.9 兢ｸ支郢�ﾙ9���X髯;i]ｸﾎﾈ�)X�%8ｾ�郁Izr��3Rﾃ��"�]ｸ支�勾�X髯;i]ｸﾎﾈ�)X�%8ｾ�委izr��3"ﾃCC��

12使用料及び手数料 �185,961 ���ｳ�� ��コﾃ田��I.I ��

13国庫支出金 �1,978,412 ��"�"�198,らll �"ﾃ�srﾃ�#2�13.2 �靜ﾈｸｹWIN��Rﾃ����ﾅ��ｹ9从ｹWIN�#"ﾃ#sr��ｩ&ｸ辷�ｸｹWIN�ィ�<�.����ｸ�)<�¥ｨｸｹWIN�r�]ｸ支郢�ﾙ9从ｹWIN�3BﾃS3b��hｨ云ｸﾎﾉN�ゅ�ヲ�}X鳬Y�8ｸｹWHｾ�ｸｹWH馼ｼiN���Rﾃ�3b���,x.�韈�支,H辷�ﾏ�WHｾ�c�B�]ｸ孜�鞜I�ﾘﾘx辷�馼ｼiN����

14県支出金 �1,247,102 途縒�53,316 ��ﾃ3��ﾃC���7.9 �韃ﾘｸｹWIN�ﾃ鉄2�ﾅ��ｹ9从ｹWIN���ﾃ�3���ｩ&ｸ辷�ｸｹWIN��"�<�.���･��)<�¥ｨｸｹWIN�32�]ｸ支郢�ﾙ9从ｹWIN�#づs�2��7��9�x��･��(�9|9N�Y�ﾈ馼ｼiN��ﾃSs2�-�,h.斡ｸ彿.ｹ9�9|9N�Y�ﾈ馼ｼiN��ﾃ#s���c8��決ﾗ�,ﾉ]ｸ孜{�9佗侏磯hｼiN��3��"���,x.�韈�支,H辷�ﾏ�WHｾ�c�B�E�hﾆ�9d��ﾈ峪9仗亶ﾘ辷�馼ｼiN�#����ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZXﾏ�WHｾ�"ﾃ�c��

15財産収入 �38,840 ���"� �3づイ��0ー2 ��

16寄附金 �350,002 �"�"� �3S�ﾃ��"�2.I ��

17繰入金 �822,452 店�ｳ�� 塔#"ﾃCS"�5.0 ��

18繰越金 �455,362 �"繧� 鼎SRﾃ3c"�2.8 ��

19諸収入 �125,679 ��繧� ��#Rﾃcs��0.8 ��

20市債 �2,027,026 ��"絣� �"ﾃ�#rﾃ�#b�12.3 ��

歳入合計 �16,200,446 �������322,019 ��bﾃS#"ﾃCcR�100.0 ��

一般財源 区分 �ｩLｨﾞ�ﾋ��9,976,189 田�綯�77,732 ���ﾃ�S2ﾃ�#��60.9 ��

特定財源 澱ﾃ##Bﾃ#Sr�38.4 �#CBﾃ#ビ�6,468,544 �3偵�� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ�ﾋ��5,043,991 �3����▲7,640 迭ﾃ�3bﾃ3S��30.5 ��

依存財源 免ﾂﾃ�SbﾃCSR�68.9 �3#津cS��ll,486,114 田偵R� 
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(歳出)(単位:千円,%) 

戟 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��cHﾘb��合計 剌署ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�偶成比 

1諮会費 ��cBﾃ�CB�1.0 ��164,044 亦��� 

2稔務費 �"ﾃ#SRﾃ都"�13.9 �3"ﾃC�"�2,288,384 ��2繧�一般管理費(臨時職員賃金)6,788 串木野青年会議所研修派遣事業200 転入者住宅建設等祐助金6,000 空き店舗活用留学生等居住支援事業15,000 自治公民館建設整備事業補助金4,424 

3民生費 �2ﾃ涛づ�湯�24.7 �#c津�c��4,267,168 �#R繧�臨時福祉給付金給付事業(経済対策分)105,136 重度心身障害者医療費給付費3,146 障事者総合支援法介護給付等事業78,478 高齢者福祉サ-ビス事業1,539 串木野高齢者福祉センター等屋根防水.外壁改修事業1,450 保育所地域子育て支援センター事業369 -時預かり事業補助金1,473 保育対策総合支援事業補助金1,200 保育施設等給付費45,982 ひとり親家庭等医療費2,544 生福保育所運営費3,499 生活保笹扶助費24,253 

4衛生費 �"ﾃc3bﾃ3�"�16.3 �"ﾃ3���2,638,682 ��b���串木野陸康増進センター屋根防水改修事業1,100 市来保健センター屋根防水等改修事案1,200 

5労働費 途ﾃ�C��0.1 ��7,141 ����� 

6農林水産業費 塔�津�3R�5.0 ���ﾃs#"�820,557 迭���農業経営法人化等緊急支援事業補助金200 多面的機能支払交付金2,750 農業農村整備事業負担金(串木野防災ダム)2,000 農菜農村整備事業負担金(農村地域防災減災事業)5,772 

7商.工費 �3#Bﾃ�#��2.0 途ﾃS�b�332,445 �"���ドリームセンター外壁等改修事業900 串水野.甑島航路活性化推進事業椅助金900 空き店舗等活用促進事業繍助金1,106 商工業者店舗リフォーム補助金1,470 観光客誘客促進事業3,140 

8土木費 �"ﾃ�crﾃc迭�13.4 ��2,167,695 ��2��� 

9消防費 田cBﾃ����4.0 ��664,011 釘��� 

10教育費 涛ビﾃSs��6.1 ��987,570 澱��� 

11災害復旧費 ��c�ﾃ����1.0 ��161,000 ����� 

12公債費 �"ﾃ��2ﾃsc��12.4 ��2,013,768 ��"�"� 

13予備費 ���ﾃ����0.I ��10,000 ��苒� 

歳出合計 ��bﾃ#��ﾃCCb�100.0 �3#"ﾃ����16,522,465 ������� 
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一般会計補正予算(第4号)性質別比較表　　　　　　　　(単位:千円,%)

区分 刳�阯¥芽額 剳竦ｳ(第4号) 俘xﾇb�儼��8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

人件費 �"ﾃ�3"ﾃcs��18ーl 田c��2,933,340 ��r繧�臨時福祉給付金給付事実(経済対策分)669 

義 務 的 盗 費 儻ﾘ�N��3,084,179 ��剃��256,442 �2ﾃ3C�ﾃc#��20.2 凩X鳬Y�8ｸｹWHｾ�ｸｹWH馼ｼb鞍���鞜IZ｢免�ﾃS����7��9�x��･��(�9|9N�ｹWIN�2ﾃ�Cb���･��)�ﾘﾘx辷�d�櫁ﾎﾈｸｹWI9倬hｼcsづCs��ﾘ)~竟)Y�85H�ｸ7(5磯hｼc�ﾃS3��]ｸ支郢�ﾙ9从ｹWIN�Rﾃ塔"�-�,h.��X彿.ｹ9�9|9N�"ﾃSCB��hｨ云ｸﾎﾉWﾘ�N�#Bﾃ#S2�

公債費 �"ﾃ��2ﾃsc��12.4 ��2,013,768 ��"�"� 

計 唐ﾃ�3�ﾃc���49.6 �#Srﾃ����8,287,729 鉄��"� 

消 費 的 逮 費 兒以���1,854,229 免ﾂ紕�17,763 ��ﾃピ�ﾃ涛"�ll.3 壷LｨｬyyﾙN�}X鳬�X什�ﾘｾ�澱ﾃsモ�}X鳬Y�8ｸｹWHｾ�ｸｹWH馼ｼb鞍���鞜IZ｢�2ﾃ田r�]ｸ支�&闔h��支,H辷�5ｨ985��ｸ馼ｼc3c���iY�ｸ支�戊�9N�2ﾃC湯�ｬ�Xｷ�uXｷ��9�倬hｼc2ﾃ�C��

維持補修費 �#sRﾃ�C"�I.7 ��275,042 ��縒� 

補助費等 ��ﾃ#cRﾃcs��7_8 唐ﾃC#��1,274,100 途縒�串木野青年会議所研修派遣事業200 転入者住宅建設等槍助金1,400 -時預かり事業補助金1,473 保育対策総合支援事業補助金1,200 良案経営法人化等緊急支援事業補助金200 多面的機能支払交付金2,750 串木野.甑島航路活性化推進事業補助金900 空き店舗等活用促進事案補助金306 

計 �2ﾃ3釘ﾃ鼎"�20.9 �#bﾃ��"�3,421,134 �#��ｳr� 

.=乙. の 他 の & 費 ���xｾ��411,190 �"絣� 鼎��ﾃ����2.5 ��

投資.出資.貸付金 ��"ﾃ�c��0.1 ��12,160 ����� 

繰出金 ��ﾃ#唐ﾃc澱�8.0 ��1,298,696 途繧� 

計 ��ﾃs#"ﾃ�Cb�10.6 ��1,722,046 ���紕� 

投 資 的 経 普 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��2,881,840 ��u��38,716 �"ﾃ�#�ﾃSSb�17.6 �5ﾙ?ﾈ�(��靄ｩ�ﾙ9竸(�ｾ�Bﾃc���ｿ8*ｹ5云ﾈｨ駅�z�y�i9从�ｨ辷�馼ｼc�Rﾃ����齪��ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ�BﾃC#B�ｿ盈穎ﾈﾘ)~竟)Y�85ｨ985��ｹ9�靺ｩf��R隍�x淙�8馼靴�ﾃCS��ｿ盈穎ﾉ�xﾔ��ﾙ��5ｨ985��ｸ夊ﾚｩf��X淙�8馼ｼc�ﾃ�����9x云ｸﾉ(5ｨ985��ｸ夊ﾚｩf��Y9弌ﾈ�8馼ｼc�ﾃ#���E�iE��ｩ�餔X馼ｼiX�%8ｾ�袷盈穎ﾉf胃�5�8��"ﾃ����&冑ｹE��ｩ�餔X馼ｼiX�%8ｾ�E��ｩ&闔if胃�ﾋ胃�馼ｼb迭ﾃss"�6�8ｨ�ｸ8�5ｨ985��ｸ､�y9弌ﾈ�8馼ｼc����ｿ8*ｹ5云ﾉ9乖駅��9�倬hｼi^(�ｾ�����ⅸﾔ鮎h�)5云ﾈ8ｨ7H4�88�^(�ｾ��ﾃCs��

災害復旧事業費 綿.vﾂﾃ����1.0 ��161,000 ����� 

計 �2ﾃ�C"ﾃイ��18.8 �3づs�b�3,081,556 ��ゅb� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.i ��

歳出合計 �16,200,446 �ｦ����322,019 ��bﾃS#"ﾃCcR�100.0 ��
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◎一般会計12月補正予算の概要

【歳出】 (単位:千円)

款･項･目 事　業　名･主　な　施　策　の　内　容　等

2総務費

(1)総務管理費

(》一般管理費

⑳共生協働推進費

(9 -般管理費(臨時職員賃金) (追力の

o事　業　費:6,788千円(賃金)

o特定財源: -

o事業内容等

職員代替臨時職員等に係る賃金の追加｡

総務課　予算書pll

②串木野青年会議所研修派遣事業(新規)　　　　総務課　予算書pH

o事　業　費:200千円(負担金)

o特定財源:I

〇事業内容等

職員の資質の向上を図るため､串木野青年会議所-の研修派遣を行うQ

･予定人数:5人

･研修期間: 2年間(平成29年1月1日～平成30年12月31日)

(D転入者住宅建設等補助金(追加)　　　　　　　政策課　予算番pll

o事　業　費:6,000千円(補助金)

o特定財源:一

〇檎助内容等
･補助件数(見込) 25件(平成27年度: Il件)

(補正前) (年間見込)

住宅建築(購入)補助金

若者(40歳未満)世帯加算

市内業者利用による住宅取得加算

定住奨励金

◎空き店辞活用留学生等居住支援事業(追加) 政策課　予算書pll

○事　業　費: 15,000千円(補助金)

o特定財政: -

○補助内容等

平成27年度繰越事案に係るいちき串木野商工会議所が行うr木のあふれる街づくり

事業｣を活用したモデル建物改修事案等に対する地方創生理案型事業促進繍助金

の追加｡

●本年度事業

･木のあふれる街づくり事業: 5,000千円(事業費10,000千円:県1/2､市1/2)

･周辺環境対応等改修事業: 10,000千円

●給工事費: 80,000千円(平成27年度繰越事業含む)

負担領　国:45,000千円､県:5,000千円､市:15,000千円

商工会議所: 7,500千円､神村学園: 7,500千円

(》自治公民館建設整備事案補助金(追加)　まちづくり防災課　予算書pll

o事　業　費: 4,424千円(補助金)

o特定財源:I

〇績助内容等

(自治公民館名)　(総事業費) (補助亭)  (縮助金額)　　　(改修内容)

･酔之尾公民館　24,948千円　　2/5　　4,000千円(上限)建替(新築)

･光瀬浦公民館　　　623千円　l/3　　　207千円　　　　外壁塗装等

･金山下公民館　　　651千円　1/3　　　217千円　　　　床張替

計　　4,424千円

0

(45,000)

15,000

(15,000)
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【歳出】
萩･項･目 事　業　名･主　な　施　策　の　内　容　等

3民生費

(1)社会福祉費

(》社会福祉総務費

(塾障害者等福祉費

@老人福祉費

(》臨時福祉給付金給付事業(経済対策分) (新規)　　福祉課　予算書pll

o事　業　費: 105,136千円(役務費1,603､給付金100,500､その他3,033)

○特定財源:民生費国庫補助金105,136千円(補助率:10/10)

o事業内容等

国の経済対策に伴う臨時福祉給付金を低所得者世帯-給付する｡

･給付対象者

平成28年度市民税(均等割)非課税の者.

但し､市民税が訣税されている者の扶養親族等や生活保護受給者等を除く.

･給付者数(見込) : 6,700人

･給付額: 15千円

･給付開始時期:平成29年3月(予定)

(D重度心身障著者医療費給付費(追加)　　　　　福祉課　予算書p12

0事　業　費:3,146千円(扶助費)

o特定財渡:民生費県補助金1,573千円(補助率1/2)

o事業内容等

(補正前)  (年間建見込)　　(増減)

給付件数:　20,750件　　20,950件　　　　200件

@障事者総合支援法介護給付等事業(追加)　　　福祉課　予算書p12

0事　業　費: 78,478千円(扶助費)

o特定財渡:民生費国庫負担金39,236千円(負担率･ i/2)

民生費県負担金19,616千円(負担率: 1/4)

o事業内容等

(給付費名)　　　　　　(補正前)　　(年間延見込)　　　(増減)

･相談支援給付費　　　　　7,200千円　　　　9,169千円　　1,969千円

･介護給付費　　　　　　312,000千円　　　343,817千円　　　31,817千円

･訓練等給付費　　　　190,000千円　　　234,556千円　　44,556千円

･特定障害者特別給付費　14,700千円　　　14,836千円　　　136千円

･その他給付費　　　　　　72,065千円　　　72,065千円　　　　　一千円

計　　　　　　595,965千円　　　674,443千円　　　78,478千円

(D高齢者福祉サービス事業(追加)　　　　　　　　福祉課　予算書p12

0事　業　費: 1,539千円(扶助費)

o特定財源:一

〇事業内容等

(事業名)　　　　　　　(補正前)　　(年間延見込)　　　(増減)

･在宅寝たきり者等介讃　　6,800千円　　　　8,110千円　　1,310千円

手当支給事業
･紙おむつ等支給事業　　1,132千円　　　1,361千円　　　　229千円

･その他サービス事某　　　20,907千円　　　20,907千円　　　　一千円

計　　　　　　28,839千円　　　30,378千円　　1,539千円

(か串木野高齢者福祉センター等屋根防水･外壁改修事業(新規)

福祉課　予算番p12

0事　菓　費: 1,450千円(委託料)

o特定財源:I

〇事業内容等

建築後35年経過し老朽化した串木野高齢者福祉センター等の屋根防水及び外壁

改修のための設計委託料｡
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【歳出】
款･項･ El 事　業　名･ i-:な　施　策　の　内　容　等

3民生費

(2)児童福祉費

②児童運営費

①保育所地域子育て支援センター事業(追加)

事　業　費･369千円(委託料)

特定財源.民生費国薙補助金123千円(補助率:1/3)

民生費県補助金12:け円(補助率1/3)

事業内容等

運営基準額の増に伴う地域+育て支援センター(太陽保育園併設)に対する運営

委託料の追加｡

②一時預かり事業補助金(新規) 福祉課　予算書p12

事　業　費:1,473千円(補助金)

特定財源･民生費国庫補助金491千円(補助率l/3)

民生費県補助金491千円(補助率: I/3)

補助内容等

認定こども園等が行う突発的な事情により一時的に家庭での保育が困速になった

乳幼児の一時預かり事業に対する補助金｡

補助対象国:くしきの森のこどJL,園

③保育対策総合支援事業補助金(新規) 福祉課　予算書p12

事　業　費: 1,200千円(補助金)

特定財源･民生費国庫補助金900千円(論助率:3/4)

椅助内容等

保育所等における保育士の業務負担軽減を図るため､ ICT化等による業務効率化

に要する経費に対する補助金｡

保育業務支援システム導入婦助. 1.000千円(i,000千円×1園)

事故防止用ビデオカメラ設置補助.　200千円(100千円×2囲)

補助対象国:神村学園附属幼稚臥くしきの森のこども園

伝)保育施設等給付費(追加)
○事　業　費:45,982千円(扶助費)

○特定財源･児童福祉費負担金▲5,192千円

民生費国庫負担金34,536千円(負担率: i/2)

民生費県負担金28.783千円(負担率: 1/4)

民生費県補助金△746千円(補助率･ 1/2)

o事業内容等

入所音数及び保育単価の増に伴う給付費の追加o

(補正前)  (年間延見込)　　　(増減)

入所者数:　　8,973人　　　9,071人

(9ひとり親家庭等医療費(追加)

o事　業　費:2,544千円(扶助費)

o特定財源:民生費県補助金1,271千円(補助率

o事業内容等

母子家庭等の増に伴う医療費の追加｡

(補正前)  (年間延見込)

･給付件数:　　8,740件　　　9,023件

(》生福保育所運営費(追加)

福祉課　予算書p12

98人

福祉課　予算書p12

i/2)

(増減)

283件

福祉課　予算書p12

事　業　費: 3,499千円(賃金3,299.需用費200)

特定財源:民生費負担金▲2.448千円

民生費県補助金▲56千円(補助率1/2)

事業内容等

入所児藍数の増加に伴う臨時職員貸金等の運営費の追加.

(補iE前)　(年間見込)　　　(増減)

入所児童数　　　102人　　　119人　　　17人
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【歳出】(単位=千円) 

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

3民生費 ���hｨ云ｸﾎﾉWﾘ�N�,x��兀�8攣uﾉ�iMG�ﾃ2�499,437 �#Bﾃ#S2�523,690 

(3)生活保護費 鑓馼ｼiN�#Bﾃ#S9�x冷姥ﾘ�N��

(診扶助費 ��ｹ<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ儿�%8ｾ��づ���x冷厩�%9zc｣8�ﾃB��

○事業内容等 

(扶助課名)(補正前)(年間見込)(増減) 

･医療扶助費301,680千円325,933千円24,253千円 

-その他扶助費197,757千円197,757千円0千円 

計499,437千円523,690千円24,253千円 

4衛生費 嫡Hｿ盈穎ﾈﾉ(ﾔ��ﾙ��5ｨ985��ｸ夊ﾚｩf��X淙�8馼ｼb��hｴｲ��0 ��ﾃ����1,loo 

(1)保俸衛生費 鑓馼ｼiN�槌ﾄ��x冷���Y{�己ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���ﾃ2�

(D保健衛生総務費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事案内容等 

建築後20年経過し老朽化した串木野棒庶増進センター屋根防水改修のための設計垂託札 

◎市来保鎗センター屋根防水等改修事業(新規) ���1,200 ��ﾃ#���

o事業費:1,200千円(委託料)健康増進課予算番pl3 

○特定財源:- 

〇番業内容等 

建築後48年経過し老朽化した市来保健センター屋根防水等改修のための設計垂託料○ 

6農林水産業費 ��E�hﾆ�9d��ﾈ峪9仗亶ﾘ辷�ｸ馼ｼi^(�ｾ���hｴｲ僞��ﾘ攣uﾈ螽���ﾃ2�0 �#���200 

(1)農業費 鑓馼ｼiN�#���x冷運(�ｾ���

@農業振興費 愉<�.萎��ﾓｩE���X蝌ｼiN�y^(�ｾ�#���x冷運(�.�ｦﾄ��ﾃ����

○祐助内容等 

地域農業の担い手の経営基盤強化を図るため､集落営農の敗績化に対する補助金○ 

･対象組織:JIJ南地区営農組耗(夢ファーム大里) 

(9土地改良事業費 ���ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZXﾏ�WHｾ��,x��僞��ﾘ攣uﾈ蟀MG�ﾃ2�26,921 �"ﾃsS��29,671 

o事業費:2,750千円(交付金) 

o特定財源:農林水産業費県補助金2,061千円(補助率:3′4) 

o事某内容等 

●農地維持.資源向上(共同括勤)支払交付金:415千円 

(輪正前)(年間見込)(増減) 

･農地維持:37.968a37.886a▲82a 

･奈蘇向上:23地区28地区5地区 

●資源向上(長寿命化)支払交付金:2,335千円 

事業費決定に伴う交付金の増○(交付率:80%-89.418%) 

⑳農業農村整備事業負担金(串木野防災ダム)(新規) ���2,000 �"ﾃ����

o事業費:2,000千円(負担金)農政課予算書pl3 

o特定財源:- 

o事業内容等 

串木野防災ダム生福警報局管理用道路整備等のための県営事業負担金o 

･総事業費:528,000千円 

一事業期間:平成26年度～平成30年度 

･本年度事業費:40,000千円×5%-2,000千円 

③農業農村整備事業負担金(農村地域防災減災事業)(新規) ���5,772 迭ﾃss"�

○事業費:5,772千円(負担金)農政課予算番p13 

o特定財源:- 

○事業内容等 

ため池.用排水施設等整備及び防火水槽整備のための県営事案負担金○ 
-総事業費:431,000千円 

･事案期間:平成27年度～平成31年度 

･本年度事業資:用排水施設等整備(lO箇所)3,276千円(65,520千円×5%) 

防火水槽整備(1箇所)2,496千円(l2,480千円×20%) 
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【歳出】

款･項･目 事　業　名･主な　施　策　の　内　容　等

7　商工費

(1)商工費

②商工振興費

(Dドリームセンター外壁等改修事業(新規) 水産商工課　予算番p14

o事　業　費:900千円(委託料)

o特定財源:I

〇事案内容等

建築後49年経過し老朽化したドリームセンターの外壁等改修のための調査設計委託料｡

◎串木野･甑島航路活性化推進事業補助金(新規)水産商工課　予算番p14
0事　業　費:900千円(補助金)

o特定財源.一

〇補助内容等

rフェリーニューこしき｣ドック期間中の貨物船傭船に対する補助金o

貨物船依船費用(見込): 9,143千円

参空き店舗等活用促進事業補助金(追加)　　　水産商工課　予算番p14
0事　業　費: 1,106千円(補助金)

o特定財源: -

o檎助内容等

(補正前) (年間見込)　(増減)

空き店舗等改装経費補助　　　1件　　　3件

空き店舗等の家賃等補助　　　21件　　23件

商工業者店舗リフォーム補助金(追加)　　　水産商工課　予算番p14

事　業　費: i,470千円(補助金)

特定財源: -

補助内容等
(補正前) (年間見込)　(増減)

店舗改装経費補助　　　　　2件　　　7件　　　5件

tH現先等誘客促進等薫くi邑力即　　　　　　　　　観光交流課　予算書p14

0事　業　費: 3,140千円(報償費3,000､需用費140)

o特定財源:一

〇事業内容等

10月より実施している観光客誘客促進事業の県外宿泊者数増に伴う経費の追加｡

(補正前)　(年間見込)　　(増減)

･県外宿泊者数:　500人　　　3,500人　　　3,000人

･実施期間:平成28年10月1日～平成29年3月31日
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