
平成30年度

当初予算の概要
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平成30年度　一般会計･特別会計予算比較表

(単位:千円,%) 

会計名 剳ｽ成30年度 当初予算額 兌ﾙ�ﾃ#僖�7��9h�uﾈ螽ｧ｢�対比 
増減額 ��ﾘﾋ越b�

般会計 �15,850,000 ��bﾃss2ﾃ����▲923,000 ��3R絣�

国民健康保険特別会計 �2ﾃ鉄�ﾃC�"�4,927,108 ��3都Rﾃc#b�▲19.8 

公共下水道事業特別会計 塔Cづ����736,404 ����ﾃS澱�15.2 

地方卸売市場事業特別会計 �#S2�255 �｣"�▲0.8 

介護保険特別会計 �2ﾃSC�ﾃ3#��3,653,091 ��3���ﾃsc"�▲3.1 

国民宿舎特別会計 辻�2,551 ��3"ﾃSS��皆減 

戸崎地区漁業集落排永事業特別会計 ��rﾃ�#b�18,487 ��3cc��▲3.6 

後期高齢者医療特別会計 鼎#�ﾃ�3b�412,703 唐ﾃ#32�2.0 

小計 �8,779,826 湯ﾃsS�ﾃS湯�▲970,773 ��3�����

合計 �24,629,826 �#bﾃS#2ﾃS湯�▲1,893,773 ��3r���

公　営　企　業会　計　予　算　比　較　表

(単位:千円,%) 

会計名 劔[ﾙ�ﾃ3�D�7��9h�uﾈ螽ｧ｢�平成29年度 当初予算額 ��餒B�
増減額 ��ﾘﾋ越b�

衣 追 事 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 售c�rﾃ##��651,767 ��33BﾃS3��▲5.3 

支出 田Cづャ��651,055 ��3"ﾃ�sR�▲0.3 

差引 ��33�ﾃcS"�712 ��33"ﾃ3cB�▲4,545.5 

資本的収支 假ｹ?ﾂ�270,577 �#32ﾃc�2�36,894 ��R繧�支出 鉄�づ����521,548 ��3"ﾃcC��▲0.5 

差引 ��3#Cづ3#2�▲287,865 �3津SC"�▲13.7 
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平成30年度一般会計予算構成及び増減比較表
(歳入)(単位:千円,%) 

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B���ﾘﾋ�,ﾈ皦,�>�vR�
当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1市税 �"ﾃ塔rﾃcc��18.9 �"ﾃ涛BﾃSsr�17.9 ��3bﾃ����▲0.2 倡9j��Sづ涛��ﾌY.磯�蝎�X�3�Rﾃ��r�ﾇ俾�:竟I�S2ﾃ�S���8+ﾘ,�+��X�3Bﾃ#唐�?ﾉ9)�S3Cb�

2地方譲与税 ��#づ3CR�0.8 ��#"ﾃ��b�0.7 澱ﾃ#3��5.1 �&饑ｸ�yu��Sbﾃ#3��

3利子割交付金 釘ﾃ3澱�0.0 ��ﾃ##r�0.0 �2ﾃ�c��258.3 凉育�ｨHﾏ�WHｾ�2ﾃ�c��

4配当割交付金 �2ﾃ3c"�0.0 釘ﾃ33"�0.0 ��3都��▲22.4 僭ｩ9hｨHﾏ�WHｾ��3都��

5芸式芸譲芳所慧 迭ﾃ#�B�0.0 澱ﾃc�B�0.0 ��3�ﾃ3���▲21.0 乘H�9��y6顏ｩ;險Hﾏ�WHｾ��3�ﾃ3���

6笑方芳費慧 鉄C�ﾃ����3.4 鉄Cbﾃ�#��3.3 ��3Rﾃ�#��▲1.1 �&饑ｸ��N��Xﾏ�WHｾ��3Rﾃ�#��

7暴動習得慧 �#Rﾃs途�0.2 ��bﾃCC��0.1 湯ﾃ3C��56.8 俾�:竟H靖;��Xﾏ�WHｾ�津3C��

8地方特例交付金 ��bﾃC���0.1 ��BﾃC途�0.1 ��ﾃ��2�13.1 �&饑ｹ<�~�ﾏ�WHｾ��ﾃ��2�

9地方交付税 釘ﾃs��ﾃ����30.2 釘ﾃs�2ﾃ����28.5 ��32ﾃ����▲0.1 儿�,ｨﾏ�WI�X�32ﾃ����

･o憲笥1警言霊 迭ﾃ����0.0 澱ﾃ����0.0 ��3�ﾃ����▲16.7 佰�,ｨ���9�鞜I<�¥ｨﾏ�WHｾ��3�ﾃ����

･1墓担蓋及芸 ��3BﾃS���0.9 ��Crﾃ�ッ�0.9 ��3�"ﾃSコ�▲8.6 刔i�ﾈ7ｨ�ｸ8�?ﾈ��)9儿�%8ｾ�3モ�]ｸ支郢�ﾙ9���X髯;i]ｸﾎﾈ�)X�%8ｾ��3�"ﾃs#2�

･2讐用墓及諾 ��s2ﾃS�B�1.1 ��sbﾃ#���1.0 ��3"ﾃc迭�▲1.5 况9'H��諍w�{��3"ﾃc�r�

13国庫支出金 ��ﾃ鼎�ﾃcC��12.3 �"ﾃ#CRﾃ塔"�13_4 ��33�Bﾃ3C"�▲13.6 �靜ﾈｸｹWIN��rﾃ����]ｸ支郢�ﾙ9从ｹWIN��rﾃ3CB�髯;iJﾙ$(辷�馼ｼiN��2ﾃ鉄��髯;h詹9iN��3�Bﾃ�cR�]ｸ支�9��餔Xﾏ�WHｾ��3sづS#���ｬ(ﾅ竟�檍ﾆ��ﾉ�I�倬hｼiN��33コﾃ�32���檍��gｹ�餔Y�ﾘﾘxﾏ�WHｾ��2ﾃ����ｧxﾕｨ郢�ﾘｬ(ｺｸ淤��ﾏ�WHｾ���ﾃc���

14県支出金 ��ﾃs��ﾃcsR�10.7 ��ﾃ3cづ�3B�8.2 �33�ﾃイ��24.2 �靜ﾈｸｹWIN�ﾃSCb�]ｸ支郢�ﾙ9从ｹWIN�ﾃsコ�6Hｸ)zy&�&闔i�鞜Hﾏ�WHｾ��づ3���ﾋH��|ﾙJﾙ6H郢�ﾙzy&�&闔hｮ餉Y�餔X辷腕�馼ｼhﾏ�WHｾ�#��ﾃ����顗��8x�]8ｹ仂i�鞜H馼ｼiN��ﾃSコ�ｹ��ｨｬ(ｺｹ]ｹ�9���(馼ｼiN�#�ﾃ����

15財産収入 �3Bﾃ�3B�0.2 �3bﾃ鉄r�0.2 ��3"ﾃ�#2�▲5.5 ��ﾘ彿{��3�ﾃ涛r�

16寄附金 田��ﾃ��"�3.8 �3��ﾃc�"�2.3 �#�津C���57.6 �-8.�+8,iEｹ�Xｯ�Xﾘｾ�##�ﾃ����

17繰入金 ��ﾃ�3�ﾃ#s��6.5 塔�Rﾃ都��4.8 �##Bﾃ3���27.8 俥��ﾙ+)�隶霎�ﾄｩ?ﾈｾ��3bﾃ�����8ﾜ(ｬyyﾘｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ�津����郢�ﾙ�餔Xｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ��3S2ﾃ#���-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ�cbﾃ田��ﾋH��|ﾙJﾙ6H郢�ﾙzy&�&闔hｮ餉Y�餔X辷腕�馼ｼhﾏ�WHｾ�ｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ�cRﾃ����-�68+�,x.�Y�8ｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ�SC��

18繰越金 塔�ﾃ����0.5 塔�ﾃ����0.5 ���0.0 ��

19諸収入 ��3�ﾃ�C2�0.8 ��3Bﾃ�S��0.8 ��3Bﾃ��R�▲3.1 ��iuﾉf虻ｹWH5�4�7h8�98�?ﾈ�3�ﾃc�"�E�&�(hｭHｬyyﾘ馼ｼh勾�Xｾ��3�ﾃ3���5(7�8X6ｨ6X4(馼ｼh��ﾈｾ�"ﾃS���

20市債 ��ﾃS#rﾃ#3��9.6 �"ﾃ���ﾃS���17.3 ��3�ﾃ3sBﾃ3c��▲47.4 冢ﾉ[ﾘﾏ�zﾈ5ｨ985��ｹ�餔X馼ｼh�3c2ﾃ������檠Y�8郢�ﾙ�餔X馼ｼh�33�ﾃC���ﾘy[傀謁ﾘ�(峪�Y�ﾙ'Y�餔X馼ｼh�3CRﾃC���ﾜX��Zｨ�ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼh�3�ﾃ�#"ﾃs���;刋亜ﾉ|y<�¥ｨ馼ｼh�3CrﾃS���4X6(6�5�4X98ﾉｩ�ﾘ馼ｼh�33づ����Vﾉ�ﾈ��靄ｩ�h馼ｼc�#づ����ｧxﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ馼ｼh�3Srﾃ����}X鳧ﾞ��ﾙ�鞜Hﾜ(�3c�ﾃsc��

歳入合計 ��Rﾃゴ�ﾃ����100.0 ��bﾃss2ﾃ����100.0 ��3�#2ﾃ����▲5.5 ��

自主財源匝主財源 区分l依存財源 迭ﾃ�s�ﾃ鼎��32.6 釘ﾃsSRﾃSc��28.4 鼎�Rﾃ3���8.7 ��

10,679,059 田r紕�12,017,440 都�綯�▲1,338,381 ��3����� 
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(歳出)(単位:千円,%) 

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B���ﾘﾋ�,ﾈ皦,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1歳会費 ��S�ﾃ鼎2�1.0 ��Sづ涛R�0.9 ��3rﾃ�S"�▲4.4 亳8醜ｸｹu餒��3��ﾃScR��i��&鞅9�ﾘ雕��9几yN�ﾃ�#R�

2給務費 �"ﾃ�S津S�R�13.6 ��ﾃ塔Bﾃc�"�ll.8 ��sBﾃ�#2�8.8 �&闔h�饑�,ｩ�ﾘｮ餉Y�餔X馼ｼi^(�ｾ��3s�ﾃ����-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎���xｾ��3�cづ��B�ﾋH��|ﾙJﾙ6H郢�ﾙzy&�&闔hｮ餉Y�餔X辷�馼ｼbﾒ�ﾏ�WHｾ�ｮ霎���xｾ�3S津涛���駮ｹ)���郢�ﾙzy&��鞜I9佰�WHｾ�ｮ霎���xｾ�SBﾃ����/9�ﾈﾋ�ﾊH�84ﾈ88987h馼ｼcbﾃ����ﾈｸﾚY�i�hｨ育�x馼ｼi^(�ｾ��3"ﾃャ��傀ﾈｸ-���^(�ｾ��ﾃ�����8ﾙ�ﾝｸﾏ�zﾈｺh檠^(�ｾ�"ﾃ����ｮ仂h,ﾉuY'i�9�亶�-�孜�ﾉ^(�ｾ�3づs#��齪��ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ��3Bﾃ3���5(7�8X6ｨ6X4(齷:竟I;�?ﾈ馼ｼc田��5(7�8X6ｨ6X4(馼ｼh��ﾈｾ�"ﾃS���ﾌ)�ﾉMHﾘh4ｨ�ｸ6委�WH馼ｼc"ﾃツ��(h匣ﾏ�zﾈ5ｨ985��ｹ)8棈�ｩw�&鞅y?ﾉN��3"ﾃ����nﾉ[ﾘﾏ�zﾈ5ｨ985��ｹ�餔X馼ｼh�3cづc�b�ﾊxｶ8檍ｶ8什�仍9N�ﾃ#澱��9+r韈8ｶ8檍ｶ8什�乂yN��33�ﾃcSB���粳7�&�9ﾘﾇi+(ﾛ丑�ﾃ3�r�ｹ仂h5ｨ985H5丑��b�

3民生費 釘ﾃ�c2ﾃ�Cr�25.6 釘ﾃ��bﾃピ2�24.5 ��3C2ﾃ�#b�▲1.1 �&闔i�hｨ育�x馼ｼh�32ﾃ田B���･��)�ﾘﾘx辷�d�櫁ﾎﾈｸｹWI9倬hｼcS"ﾃsc"�ｿ盈穎ﾈﾘ)~竟)Y�85ｨ985��ｹ9�靺｢隍�r�淙�8馼ｼh�3�津c���櫁ﾎﾉ]ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��3�2ﾃ�#r���,x.�韈�支,H辷�馼ｼhﾇh枴9�4�985��ｸ6r�+(ﾛ磯hｼc�ﾃ3���_ｨ攤ﾎ8髯;hﾉ)�8孜�ﾈ馼ｼc2ﾃ��b���檠Y�8郢�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ��3��rﾃs�2�]ｸ支郢�ﾙ9从ｹWIN�#津ャ��髯;iWﾙwｸ詹9hｸｹWIN��3�ﾃSC2�髯;h詹9hｸｹWIN��3�津s�R�^ｨ���hｨ育�x郢�ﾙ�ｹ'YN�ﾃS���髯;iJﾙ$(辷�ｸｹWIN�3"ﾃS釘��hｨ云ｸﾎﾉWﾘ�N�2ﾃS�R�

4衛生費 ��ﾃ涛津s�b�12.6 �2ﾃc��ﾃC3B�21.5 ��3�ﾃc��ﾃs���▲44.5 �&闔hﾉ(ﾔ�7h8�986��ｸﾉ(ﾔ�,8*ﾘ.磯hｼc#澱�齪膾�鞜Hﾇh柯ﾟI.磯hｼcBﾃ�#2�ﾉ(ﾔ韵Ykﾘ露�ﾈ8(6h8ｸ馼ｼc����DIWx餽怦ﾉ��h馼ｼc3����i�h髯*隕��磯hｼcS���ｿ盈穎ﾈﾉ)�Y�ﾙ��5ｨ985��ｸ夊ﾚｩf��X淙�8馼ｼh�3�bﾃ�����9x云ｸﾉ(5ｨ985��ｸ夊ﾚｩf��Y9弌ﾈ�8馼ｼh�3�RﾃS���ﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ�#"ﾃ3���ﾘy[傀謁ﾘ�(峪�Y�ﾙ'Y�餔Y^(�ｾ��3c�ﾃ�c���Y;倬hｼh檍ﾇhﾄｨ�ｾ��3Bﾃ�c��ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9|8ﾔﾈ司��ﾘyX�%8ｾ��3�2ﾃScR�ﾜX��Zｨ�ｨｬyyﾙN��ﾃcC��ｬ(ｺｸ5ｨ985��ｹ+x��7�ｮ馮ｸﾇh柯ﾟI.磯hｼcBﾃ�����9x�4x6ﾈ8ｸ4ﾘ�ｸ5ｨ985��ｸ���ﾈ馼ｼcRﾃS���ﾜX��Zｨ�ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼh�3�ﾃScrﾃ����

5労働費 途ﾃ鼎r�0.0 途ﾃ�ビ�0.0 塔c��12.1 �-8.�+8,h6�8ﾘ�ｸ8��ｸ4韜hｼc3���

6農林水産業費 田CBﾃ#���4.1 田�bﾃ�途�3.6 �3づ��B�6.3 僞�兒�7X8�986�ｹ�I�倬hｼcBﾃ����E�h鴿�)�9�ﾈﾝ�8ｨ��馼ｼi^(�ｾ��3Rﾃ#S��E�ij���I�倬hｼcS���鶴)�ﾘﾙw�¥Hﾏ�WHｾ��3�ﾃ����E�h郢�ﾘ査鰮N�ﾔ磯iN�9駐津�c��E�;仆HｻI|�5��hｼc"ﾃ����E�b颱��ｨｨ��ｸ峪�I�倡ｹ�ﾙ9��餔X馼ｼc#�ﾃ����E�iE��ｩ�餔X馼ｼiX�%8ｾ��3�づ#S���厭��I*�5h5�6X8��餔X馼ｼc�ﾃC�B�tﾈ･�+偬)V�ｦﾈ馼ｼi^(�ｾ�2ﾃ�cb�}�;倡ｹ�ﾙ+x�kﾘ嶌ﾇh柯ﾟI.磯hｼcBﾃ����ｹ��ｨｬ(ｺｹ]ｹ�9���(馼ｼc#Bﾃ�����hｴｸ-ﾈ*�.ｸｹ仂h��ｼh�(辷�ｾ��ﾃ����顗��8x�]8ｹ仂i�鞜H馼ｼi^(�ｾ�c�ﾃ��"�7H4(6(5h888ｨ�ｸ6弌ﾈ�8馼ｼc�bﾃ����ｿ盈穎ﾈｹ俟�ﾔﾈ刺ｹ俟��餔X馼ｼiX�%8ｾ��3#rﾃS#��秤8xｹ俟�&闔i�X蝌ｮ餉Y�餔X馼ｼiX�%8ｾ��3��ﾃsc��ﾌｸﾞ飴俟�&闔h迄蝌ｮ餉Y�餔X馼ｼiX�%8ｾ��3�"ﾃ�c��
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(歳　出)
(単立:千円,oo 

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B���ﾘﾋ�,ﾈ皦,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

7商工費 涛SRﾃ����6.0 鼎釘ﾃ都"�3.0 鼎c�ﾃ�Cb�92.9 �&闔hﾏhｺHﾏ�,ｩmHﾆ��ﾈﾇh柯ﾟI.磯hｼc��ﾃ����6�8ｨ�ｸ8�5ｨ985��ｸ､�y9弌ﾈ�8馼ｼh�3�"ﾃ3���ｿ盈穎ﾈ遥��)8棈�ｩ�亥ｨｴ�ﾕ��h馼ｼcrﾃ����-8.�+8,iEｹ�Y�I�倬hｼc��2ﾃ����-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎���xｾ�#�Bﾃン����,ﾈ5h6X4(7h8ﾘ8(�ｸ5h8x99�I�倬hｼh�32ﾃ#s��<�蝎V�+ﾉHH�6ﾈ6(6x8��ｸ4韈�x馼ｼh�3"ﾃ�s"�(､ｨ補�,�/�,X.�ｭ9.�&:9uY'h馼ｼcc���ﾙ�j�溢�9乖駅��9�倬hｼi^(�ｾ���ﾃ����臺h�Lｸ��ﾙ�z�y�hｴﾉD�豫yyﾙN��3rﾃCS��k韭�沙�c�S��D雍ﾉD�4ｨ4X986x5�4X98馼ｼh�3津�S��k韭�沙�c�S��D雍ﾉD�hｼc��ﾃ��2�

8土木費 �"ﾃ���ﾃcSb�13.3 �"ﾃ�s津#s��12.4 �#"ﾃ3コ�1.1 �;刋亜ﾉ|y<�¥ｨ馼ｼh�3S���9;囘�lｩ¥��9+(ﾛ磯hｼh�3r�ｻI|�+x�kﾘ嶌馼ｼcr�;刋�ｸ鰮N�ﾔ磯iN��3b�ﾍ�69&霎h�9;冽�&�+(ﾛ磯hｼcR�;刋��i�ﾘ淤|x馼ｼh�3C��7冦磯hｼi^(�ｾ��3"�ZX�)�ﾈ淤|x馼ｼh�32��ﾉEiOi�ﾉuﾉOY+(ﾛ磯hｼh�3"�ﾊy%�ｷﾘﾅ溢�&饑h�9�鞜H馼ｼh�3b�ｿ盈穎ﾉ�hﾖ�淙�99ﾘﾘy^(�馼ｼiX�%8ｾ��3��<�鉀&陋ｨﾘ�9��鞜H馼ｼc�"��7�&霎h枴�騫ﾘ馼ｼc3��ﾏhｺH岔�Y;倬hｼi<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��3���ﾏhﾙ�馼ｼiN�査鰮^(�9N��3��ﾏhﾙ�6x488ﾉ�餔X馼ｼh�3���-�,�.�*ｨｷY&9&陝ﾈ�8馼ｼh�3#��Vﾉ�ﾈ��靄ｩ�h馼ｼc�唐�4X6(6�5�4X98��靄ｩ�ﾘ馼ｼh�3S��&闔i�Xｻｸ����餔X馼ｼh�3���000 000 000 500 000 877 268 000 700 000 720 200 121 205 920 608 000 000 673 500 

9消防費 鉄SBﾃ�3R�3.5 田�bﾃc���3.6 ��3S"ﾃCsR�▲8ー7 傲�f育ｹ�ﾙ�餔X馼ｼb飲�w���f逸I{ﾂ��3Srﾃ3�����f��YOY�餔X馼ｼb映���YOYV著�3Rﾃ#CR���f�&8���9�YOY�餔X馼ｼh�3�ﾃ#C����f育ｹ�ﾙ�餔X馼ｼb�:�ｹYIw���f逸I{ﾂ唐ﾃ������f育ｹ�ﾙ�餔X馼ｼb蔭�f駅�7ｨ�ｸ5ｘ�32ﾃ������f育ｹ�ﾙ�餔X馼ｼb蔭�f�凉ｘ�3づ������f姐霍ﾘ6h5x5�8ｹk9�ﾉW8ｫI�鞜H馼ｼh�32ﾃ3���ﾝ�･��鞜Iw�ｸｹ�X鋹�餔X馼ｼc�2ﾃc3b��8ﾙ��鳧ﾇ雲�5h5�6X8�ﾕ��h馼ｼc�ﾃs���f胃�5ｨ985��ｹ�餔X馼ｼcRﾃ����

10教育費 ��ﾃ�c�ﾃ3釘�6.7 涛釘ﾃCcb�5.9 田Rﾃ�#��6.6 仆9�X醜����y6颯餽ｨｾ��32�<�¥ｨ辷�ｻ8支辷�什Gｩ'X馼ｼc��(��ﾎｨ,ﾈ-ﾈ+�8*(+�*ｸｿ盈穎ﾉ�I�倬hｼb���ｧx��5h5�6X8�;�?ﾉN�2�ｧxﾕｨ7�5ﾈ5(99�餔X馼ｼcB�ﾎｨｧx轌;�､���)D顯Y'h馼ｼc2�抦ｧxﾕｨｿ9+)�ﾙOY�餔X馼ｼh�3��(,ﾈ-�.H*ﾘ*(+�*ｸｿ盈穎ﾈ�:8ﾞﾉ�ﾈ馼ｼc��wi]ｸﾎﾈｷ�-���wi]ｸﾎﾈ髯;h��ｧx��N��(hｧxﾕｨｿ9+)�ﾙOY�餔X馼ｼc����wi]ｸﾎﾈｷ�-���wi]ｸﾎﾉ�i6ｸ��ｧx��N�ﾂ�v9'H��ｿ9+)�ﾙOY�餔X馼ｼc�陳�鍼zyv9'H������偰~9N�(�ｾ��ﾂ���ｸ効醜檠�ﾙ'X馼ｼb�ｪY�ｹ[h嶌ﾇﾈ���ｨﾇh柯ﾟI.磯hｼcbﾂ�ｻﾙ7佗ﾉEﾉ]ｹ�h檍戊�9�H�ｾ��>ﾈｾ8�(ﾘ(ﾕｩ�ﾙ�ﾈ��OXﾆ����髯8xﾙ�j��ﾈ孜�X橙ﾙ�8ﾙ���･��(5�7ﾈ�ｸ62��X檍��OXﾆ��ﾂ��9x��ﾈ支ｭ豫yyﾙN�査鰮^(�9N�rﾂ�､9vﾘ5ｨ985��ｸｬyyﾙN�査鰮^(�9N�2ﾂ�ｧxﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ馼ｼh�3c2ﾂ�,565 ,276 689 ,300 ,687 ,828 ,100 ,456 ,604 ,600 016 050 268 432 000 150 577 741 000 500 050 

11災害復旧費 鼎bﾃ����0.3 鼎bﾃ����0.3 ���0.0 ��

12公債費 �"ﾃ�澱ﾃC#��13.2 �"ﾃ�sbﾃS�2�12.4 ��津�#R�1.0 侏8ｾ�3津c#"�y育��3�津c途�

13予備費 ���ﾃ����0.1 ���ﾃ����0.1 ���0.0 ��

歳出合計 ��Rﾃゴ�ﾃ����100.0 ��bﾃss2ﾃ����100.0 ��3�#2ﾃ����▲5.5 ��
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一　般　会　計　予　算　性　質　別　比　較　表

(単位:千円,%) 

区分 剳ｽ成30年度 剳ｽ成29年度 剔ﾎ比 剔搆ｸの主な内容 
当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

義 務 的 経 費 ��ﾈﾈ���2,909,070 ��ゅB�2,930,826 ��r紕�▲21,756 ��3�縒�一般職給与費▲23,438 語学指導外国青年招致事業2,269 

扶助費 �2ﾃ�途ﾃSc2�20.2 �2ﾃ�ッﾃゴ��18.4 ����ﾃs�2�3.6 ���･��)�ﾘﾘx辷�d�櫁ﾎﾈｸｹWI9倬hｼcS"ﾃsc"�]ｸ支郢�ﾙ9从ｹWIN�#津ャ��髯;h詹9hｸｹWIN��3�津s�R�^ｨ���hｨ育�x郢�ﾙ�ｹ'YN�ﾃS���髯;iJﾙ$(辷�ｸｹWIN�3"ﾃS釘��hｨ云ｸﾎﾉWﾘ�N�2ﾃS�R�wi]ｸﾎﾈｷ�-���wi]ｸﾎﾈ髯;h��ｧx��N�ﾃc�B�wi]ｸﾎﾈｷ�-���wi]ｸﾎﾉ�i6ｸ��ｧx��N�ﾃ��b�

公債費 �"ﾃ�澱ﾃC#��13.2 �"ﾃ�sbﾃS�2�12.4 ��津�#R�1.0 侏8ｾ�3津c#"�y育��3�津c途�

計 唐ﾃ#�2ﾃ�c��51.8 唐ﾃ�釘ﾃ�s��48.2 ���づャ"�1.3 ��

潤 費 的 経 費 兒以���2,112,826 ��2�2�1,825,276 ���纈�287,550 ��R繧�汀体験研修キャンプ事業6,000 自殺対策計画策定事業4,543 環境センター長寿命化基本計画策定事業4,000 市来エネルギーセンタ-解体事業5,500 農産物ブランド化推進事業3,890 地域公共交通網形成計画策定事業10,800 ふるさと納税推進事業183,110 薩摩藩英国留学生記念館管理費▲8,311 袴田地区市道用地調査事業5,000 明治維新150周年記念事業9,722 冠撤文化芸術村計画策定事業6,000 

維持祷修費 �#�bﾃ3#"�1.3 �#�づs3��1.3 ��3�"ﾃC���▲5.7 豫(ｺｸ5ｨ985��ｸｬyyﾙN��3#�ﾃ��"�ﾜX��Zｨ�ｨｬyyﾙN��づC3��

補助費等 ��ﾃ#3rﾃ涛��7.8 ��ﾃ�sBﾃScb�7.0 田2ﾃC3"�5.4 佇ｸﾚY�i�hｨ育�x馼ｼi^(�ｾ��3"ﾃャ���8ﾙ�ﾝｸﾏ�zﾈｺh檠u8�ｾ�"ﾃ����､8､�ﾉц､ｩ��辷�馼ｼc"ﾃ����ﾌ)�ﾉMHﾘh4ｨ�ｸ6委�WH馼ｼc"ﾃツ���9+r韈8ｶ8檍ｶ8什�仍9N��3�BﾃS澱��Y;倬hｼh檍ﾇi^(�ｾ��Rﾃ����ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9|8ﾔﾈ司��ﾘyX�%8ｾ��3�2ﾃScR�E�h鴿�)�9�ﾈﾝ�8ｨ��馼ｼi^(�ｾ��3Rﾃ#S��tﾈ･�+偬)�ﾈｦﾈ馼ｼioX�ｾ�2ﾃ�cb�ﾙ�j�溢�9乖駅��9�倬hｼi^(�ｾ���ﾃ�����髯8xﾙ�j��ﾈ孜�X橙��8ﾙ���･��(5�7ﾈ�ｸ62��X檍��OXﾆ��ﾃS���

計 �2ﾃSSrﾃ�Cb�22.4 �2ﾃ#�づSs"�19.2 �33づSsB�10.5 ��

そ の 他 の 経 費 ���xｾ��736,162 釘綯�286,000 ��縒�450,162 ��Sr紕�原子力発電施設立地地域基盤整備支援事業 交付金基金積立金359,990 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金54,000 ふるさと寄附金基金積立金36,886 

投資.出資.貸付金 �3づ��B�0.3 ��ﾃ����0.0 �3bﾃンB�1,931.6 ��Y;倬hｼh檍ﾇh���ｾ�3bﾃンB�

繰出金 ��ﾃ##"ﾃ3�"�7.7 ��ﾃ#ィﾃ3�r�7.7 ��3c�ﾃ�#R�▲4.8 �靜ﾉ]ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��3�2ﾃ�#r�ﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ�#"ﾃ3����Y;倬hｼh檍ﾇhﾄｨ�ｾ��3SbﾃツB�ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9|9<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��3C#��&饑ｸ婪HH�8�ｨ馼ｼi<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��3"�ﾌｸﾞ�&霎hｹ仂h�x飄(迄馼ｼi<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��3"ﾃ#cb�ﾙ�j�溢�<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��3SS��ﾏhｺH岔�Y;倬hｼi<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��3��ﾃ#�R�

計 ����ﾃ涛rﾃ3S��12.6 ��ﾃSs"ﾃ##r�9.4 鼎#Rﾃ�3��27.0 ��

投 資 的 経 費 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��2,036,435 ��"繧�3,832,022 �#"繧�▲1,795,587 ��3Cb纈�地域情報通信基盤整備事業補助金▲70,000 企業の誘致促進及び育成補助金38,120 野平交流センター整備事業▲66,500 社会福祉施設整備事業補助金▲117,793 合併処理浄化槽設置整備補助金▲60,060 最終処分場建設事業▲1,567,000 種子島周辺漁業対策事業補助金60,182 串木野漁港広域漁港整備事業負担金▲27,520 道路改良特別事業▲50,000 道路新設改良事業▲49,877 麓土地区画整理事業39,000 ウッドタウン住宅建設事業▲50,673 浜西住宅建替事業198,000 消防施設整備事業(署用消防車両)▲57,300 中学校空調設備整備事業119,600 学校給食センター建設事業▲63,000 

災害復旧事業費 鼎bﾃ����0.3 鼎bﾃ����0.3 ���0.0 ��

計 �"ﾃ��"ﾃC3R�13.1 �2ﾃピづ�#"�23.1 ��3�ﾃs迭ﾃSビ�▲46.3 ��

予備費 �10,000 �����10,000 �����0 ����� 

歳出合計 �15,850,000 �������16,773,000 �������▲923,000 ��3R絣� 
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平成30年度　国民健康保険特別会計当初予算構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円, %)

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1国民健康保険税 鉄32ﾃ�3��13.5 鉄��ﾃ3#��10.2 �3�ﾃs���6.3 �ｩLｩNﾙ]ｸﾊ�(ﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ��SS#bﾃン�����YNﾙ]ｸﾊ�)9俛�j�(ﾔ饐ｸﾊ��Sbﾃ�3��

2使用料及び手数料 鼎���0.0 鼎���0.0 ���0.0 兢ｸﾊ��Y<)�8詹�I{����

3県支出金 �2ﾃ�ッﾃ3釘�78.1 �#��ﾃ����4.1 �"ﾃャRﾃ3�2�1,434.8 兢ｸﾊ�ｹWIN�9佰�WHｾ�2ﾃ�ッﾃ3釘�

4財産収入 田S��0.0 田S��0.0 ���0.0 舒霎�y育�cS��

5繰入金 �3#づイ��8.3 鼎�"ﾃC�"�10.0 ��3�c2ﾃSSB�▲33.2 兢ｸﾊ�餉X��.案ｩ?ﾈｾ��sづS�R��蝌支髦耳鳧ｾ�ﾄｩ?ﾈｾ�Bﾃsc��ﾙ�]ｸﾞ��ﾘ��.�ｸ辷�馼ｼhﾄｩ?ﾈｾ�cRﾃ#3b�駟k�N�ｩ?ﾈｾ���ﾃ33r�ﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ�霎�ﾄｩ?ﾈｾ�s�ﾃ����

6繰越金 ���0.0 �"�0.0 ��3��▲50.0 �+ｸ,ﾉ�ﾈﾄｨ葎ｾ���

7諸収入 �"ﾃ�C"�0.1 澱ﾃcC"�0.1 ��3BﾃS���▲67.8 �ｩLｩNﾙ]ｸﾊ�(露�粟�S������YNﾙ]ｸﾊ�)9�I�粟�����自LｩNﾙ]ｸﾊ�(��螽ｾ������YNﾙ]ｸﾊ�)9��螽ｾ���自LｩNﾙ]ｸﾊ�)�h蓼�)EｹWHｾ��ﾃ�������YNﾙ]ｸﾊ�)9��h蓼�)EｹWHｾ�S���自LｩNﾙ]ｸﾊ�)]IEｸｾ������YNﾙ]ｸﾊ�)9兢IEｸｾ���$�?ﾃ3��

国庫支出金 ���0.0 ��ﾃ��Bﾃ#ヲ�20.4 ��3�ﾃ��Bﾃ#ヲ�皆減 僭�ｫﾂ�

療養給付費交付金 ���0.0 ��唐ﾃSs2�4.0 ��3�唐ﾃSs2�皆減 僭�ｫﾂ�

前期高齢者交付金 ���0.0 ��ﾃ3ヲﾃcS"�28.2 ��3�ﾃ3ヲﾃcS"�皆減 僭�ｫﾂ�

共同事業交付金 ���0.0 ��ﾃ�3"ﾃ�s��23.0 ��3�ﾃ�3"ﾃ�s��皆減 僭�ｫﾂ�

歳入合計 �2ﾃ鉄�ﾃC�"�100.0 釘ﾃ�#rﾃ����100.0 ��3都Rﾃc#b�▲19.8 ��
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(歳出)(単位:千円,%) 

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1総務費 �3�ﾃ��"�0.8 �3rﾃ��2�0.7 ��3bﾃ����▲16.5 �ｩLｨｬyyﾙN�ﾃ��"���ﾘx檠X�%8ｾ��ﾃ�#r�Xｨ攣*X�N�ﾃ�湯�戊�8ｺhｶ8檠N�#��ⅹ酲X�ｷ儂�b��9|9N�4ｹ�8峪<�¥ｩ�鞜H馼ｼiN��Rﾃ�c��

2保険給付費 �2ﾃ�#Bﾃ����76.5 �2ﾃ�cRﾃピ��64.2 ��3�C�ﾃsS"�▲4.5 �ｩLｩNﾙ]ｸﾊ�)|9wｸｸｹWIN�"ﾃS�津#CB����YNﾙ]ｸﾊ�)9處9wｸｸｹWIN��津塔b�ﾙLｩNﾙ]ｸﾊ�)|9wｹN�#"ﾃ��2����YNﾙ]ｸﾊ�)9處9wｹN�����(ﾛ育瓜X詹�I{�ﾃ3c2�ﾙLｩNﾙ]ｸﾊ�(ﾘ(ｧｩ|9wｹN�3rﾃ�������YNﾙ]ｸﾊ�)9俘(ｧｩ|9wｹN�ﾃ##b�自LｩNﾙ]ｸﾊ�(ﾘ(ｧｨ櫁ﾎﾈﾘx蟀|9wｹN�������YNﾙ]ｸﾊ�)9俘(ｧｨ櫁ﾎﾈﾘx蟀|9wｹN�#���自LｩNﾙ]ｸﾊ�(昆�yN��������YNﾙ]ｸﾊ�)9�ｩ�yN����蝌支髦耳鳧ｾ�9途ﾃ�Cb��(ﾝYN��ﾃc���

3国保事業費納付金 塔#�ﾃC�2�20.8 ���0.0 塔#�ﾃC�2�皆増 �ｩLｩNﾙ]ｸﾊ�(�9|8ｸｹWIN�｣c�rﾃ�������YNﾙ]ｸﾊ�)9�9|8ｸｹWIN�｣BﾃンB�自LｩNﾙ]ｸﾊ�(ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(辷�ｾ�9兒･��CRﾃ�3B����YNﾙ]ｸﾊ�)9佩8ｯｨﾘ)~竟(辷�ｾ�9兒｣�ﾃ#Cr�櫁ﾎﾉEｹWHｾ�Z｣S�ﾃ#3��

4共同事業拠出金 �����0.0 ��ﾃ�澱ﾃSs2�22.3 ��3�ﾃ�澱ﾃCSB�▲100.0 仄I:�hｼhｹ(�ｾ�����

5保健事業費 都�ﾃ涛��1.8 都rﾃc���1.6 ��3bﾃc���▲8.5 兢ｸﾉ(馼ｼiN�3bﾃc�"�<�.伊(ﾔ��hﾛ�9倬hｼiN�3Bﾃ3�r�

6基金積立金 田S��0.0 田S��0.0 ���0.0 俛�j�(ﾔ饐ｸﾊ�霎���xｾ�cS��

7公債費 ��#��0.0 ��#��0.0 ���0.0 �ｨ鳧妺?ﾈｾ�y育��#��

8諸支出金 釘ﾃ�S"�0.1 釘ﾃ�S"�0.1 ���0.0 �ｩLｩNﾙ]ｸﾊ�)]ｸﾊ��Xｭ)WHｾ�2ﾃ�������YNﾙ]ｸﾊ�)9兢ｸﾊ��Xｭ)WHｾ��ﾃ�����ｭ(ｾ��S��|9wｸｸｹWIN��WHｾ��ｭ(ｾ���

後期高齢者支援金等 ���0.0 �3ィﾃ��R�7.8 ��33ィﾃ��R�▲100_0 僭�ｫﾂ�

前期高齢者納付金等 ���0.0 鼎唐�0.0 ��3C唐�▲100.0 僭�ｫﾂ�

老人保健拠出金 ���0.0 �#"�0.0 ��3#"�AlOO_0 僭�ｫﾂ�

介護納付金 ���0.0 ��SrﾃS途�3.2 ��3�SrﾃS途�^100_0 僭�ｫﾂ�

予備費 ���0.0 �2ﾃ����0.1 ��32ﾃ����▲100_0 僭�ｫﾂ�

歳出合計 �2ﾃ鉄�ﾃC�"�100.0 釘ﾃ�#rﾃ����100.0 ��3都Rﾃc#b�▲19.8 ��

-7-



平成30年度　公共下永道事業特別会計当初予算構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円, %)

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1事業収入 ���2ﾃ����22.9 ���"ﾃ�3b�26.1 ��ﾃピ"�1.0 佰hｺH岔�Y;俶yw�{���2ﾃ����

2芸担蓋及芸 �2ﾃ����0.4 �"ﾃ��2�0.4 涛迭�35.4 佰hｺH岔�Y;倬hｼh�8揺�)X�%8ｾ�2ﾃ����

3国庫支出金 塔Bﾃ�#B�9.9 �#Rﾃ涛��3.5 鉄づ�3B�223.3 倆�檍��gｹ�餔Y�ﾘﾘxﾏ�WHｾ�ィﾃ�#B�

4繰入金 �3C"ﾃc#R�40.4 �3S"ﾃ�3��47.9 ��3��ﾃ#�R�▲2.9 �ｩLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ�3C"ﾃc#R�

5諸収入 ��3R�0.0 ��3R�0.0 ���0.0 ��YDi9����ﾙ9假ﾉ]9&闔c�3R�

6市債 �##2ﾃS���26.4 ��c"ﾃc���22.1 田�ﾃ����37.5 佰hｺH岔�Y;倬hｼhﾜ###2ﾃS���

歳入合計 塔Cづ����100.0 都3bﾃC�B�100.0 ����ﾃS澱�15.2 ��

(歳出)(単位:千円,%) 

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1総務費 田�ﾃc���7.3 鼎bﾃS�B�6.3 ��Rﾃ�ッ�32.7 �ｩLｨｬyyﾙN�づ����&饑ｸﾏh�8ｮ仂h檍ﾇi4ｹw�馼ｼc�2ﾃS���

2事業費 �#cRﾃs���31.3 ��S2ﾃ�3R�20.9 ����ﾃピB�72.7 仭盈穎ﾈ4�8ｨ�ｸ985ｨ985��ｲ�+x�kﾘ嶌馼ｼc�CbﾃC#��刮�X釖�ﾈｬxｹI'ｩ�(馼ｼc津����

3公債費 鉄#�ﾃ����61.3 鉄3RﾃScR�72.7 ��3�RﾃCcB�▲2.9 傚隴(ﾋ8ｾ�C3Bﾃツ2��ｭ)y育�コﾃ##r�ﾘ鳧妺?ﾈｾ�y育����

4予備費 鉄���0.1 鉄���0.1 ���0.0 ��

歳出合計 塔Cづ����100.0 都3bﾃC�B�100.0 ����ﾃS澱�15.2 ��

-8-



平成30年度　地方卸売市場事業特別会計当初予算構成表

(歳入)(単位:千円,%) 

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1繰入金 �#S2�100.0 �#SR�100.0 ��3"�▲0.8 �ｩLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ�#S2�

歳入合計 �#S2�100.0 �#SR�100.0 ��3"�▲0.8 ��

(歳出)(単位:千円,%) 

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1総務費 �#S2�100.0 �#SR�100.0 ��3"�▲0.8 �ｩLｨｬyyﾙN�#S2�

歳出合計 �#S2�100.0 �#SR�100.0 ��3"�▲0.8 ��

-9-



平成30年度　介護保険特別会計当初予算構成表

(歳入)(単位:千円,%) 

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1保険料 田sづsS"�19.1 田c津都��18.3 唐ﾃss2�1.3 ��c�ﾘiNﾙ]ｸﾊ�)]ｸﾊ��sづsS"�

2使用料及び手数料 都��0.0 都��0.0 ���0.0 �<)�8詹�I{���

3国庫支出金 塔釘ﾃs�2�25.3 涛#"ﾃ3�2�25.2 ��3#rﾃS3��▲3.0 �靜ﾈｸｹWIN��%8ｾ�SモﾃcCr�+)�靠�WHｾ�#cBﾃ#CR�&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ����ﾘﾘx馼ｼb�#�ﾃCC����ﾘﾘx馼ｼh決､�#�ﾃCC"�

4支払基金交付金 涛#づSs2�26.2 涛迭ﾃC�B�27.3 ��3cbﾃ�3��▲6.7 �靜ﾈｸｹWIN��WHｾ���RﾃC���&闔h辷�馼ｼh辷�ﾏ�WHｾ�#2ﾃ�cR�

5県支出金 鉄3�ﾃsc��15.0 鉄Crﾃ�3��15.0 ��3�bﾃ3c��▲3.0 �靜ﾈｸｹWIN��%8ｾ�S��ﾃ�釘�&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ����ﾘﾘx馼ｼb���ﾃs#B���ﾘﾘx馼ｼh決､���ﾃ##������X郁�����"ﾃssR��駅hﾎｩ��穎x残Rﾃイr�

6財産収入 ���0.0 ���0.0 ���0.0 舒霎�y育���

7繰入金 鉄�bﾃ3�r�14.3 鉄�bﾃ��"�14.1 ��3津��R�▲1.9 �ｩLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ�C�"ﾃcコ�ｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ�#2ﾃc#"�

8繰越金 ���0.0 ���0.0 ���0.0 ����7案ｨ葎ｾ���

9諸収入 �"ﾃ����0.1 �"ﾃ����0.1 ���0.0 ��c�ﾘiNﾙ]ｸﾊ�(露�粟�S��椹�ﾃ"ﾃ�3��

歳入合計 �2ﾃSC�ﾃ3#��100.0 �2ﾃcS2ﾃ����100.0 ��3���ﾃsc"�▲3.1 ��

(歳出)(単位:千円,%) 

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�
当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1総務費 鼎�ﾃ3#��1.2 鼎�ﾃ�#r�1.1 ��釘�0.5 ��ﾙk�ｬyyﾙN�自LｨｬyyﾙN�rﾃCCb�*X�N�J陜ｹ*X�N�S#b�ﾆHｿ9^h檠N�Diw維�9儂�32ﾃ3C��

2保険給付費 �2ﾃ3S2ﾃ3cB�94.7 �2ﾃCcbﾃ#���94.9 ��3��"ﾃゴB�▲3.3 �靜ﾈ5H�ｸ7(5�9傚IN�2ﾃ�Cbﾃ3�R�櫁ﾎﾉuﾉf�5H�ｸ7(5�9傚IN�Bﾃ�sB�+ｸ,ﾉ�ﾈ�N�2ﾃ����ﾘ(ｧｨ櫁ﾎﾈ5H�ｸ7(5�9儂��ﾃ3�"�ﾘ(ｧｨ�9|8ﾘx螽櫁ﾎﾈ5H�ｸ7(5�9儂���ﾃ�C��<�.�?ﾈ��(櫁ﾎﾈ5H�ｸ7(5�9儂��3津S3B�

3地域支援事業費 ��C2ﾃ��b�4.0 ��C"ﾃ����3.9 塔唐�0.6 �靜ﾉuﾉfる�hｨ育�x5H�ｸ7(5磯hｼiN�"ﾃs唐�ﾙLｨ櫁ﾎﾉuﾉf磯hｼiN��rﾃs�"�^�y4倡�x馼ｼb颯8�8馼ｼiN�"ﾃC�b�

4財政安定化基金 ���0.0 ���0.0 ���0.0 俥��ﾘ��.�ｸｮ霎�ｹ(�ｾ���

5基金積立金 ���0.0 ���0.0 ���0.0 �靜ﾉ]ｸﾊ�霎���xｾ���

6公債費 ��コ�0.0 ��コ�0.0 ���0.0 �ｨ鳧妺?ﾈｾ�y育��コ�

7諸支出金 鼎S��0.0 鼎S��0.0 ���0.0 ��c�ﾘiNﾙ]ｸﾊ�)]ｸﾊ��)WHｾ�CS���ｭ(ｾ���

8予備費 �2ﾃ����0.1 �2ﾃ����0.1 ���0.0 ��

歳出合計 �2ﾃSC�ﾃ3#��100.0 �2ﾃcS2ﾃ����100.0 ��3���ﾃsc"�▲3.1 ��



平成30年度　戸崎地区漁業集落排永事業特別会計当初予算構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円, %)

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1事業収入 迭ﾃ��"�29.1 迭ﾃ�ビ�27.5 ���R�2.1 �ｩ�Y;俶yw�{�ﾃ��"�

2繰入金 免ﾂﾃ�32�62.5 ��2ﾃ3湯�72.5 ��3"ﾃ#cb�▲16.9 �ｩLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ���ﾃ�32�

3諸収入 ���0.0 ���0.0 ���0.0 倅y?ﾃ��

4市債 ��ﾃS���8.4 ���0.0 ��ﾃS���皆増 仍仂h�x飄)�X馼ｼhﾜ#�ﾃS���

歳入合計 ��rﾃ�#b�100.0 ��づCビ�100.0 ��3cc��▲3.6 ��

(歳出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円, %)

読 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1漁業集落排永事業費 途ﾃcC��42.9 唐ﾃ3�"�44.9 ��3cc��▲8.0 侘ｸﾞ�&霎hｹ仂h�x飄)�X馼ｼcbﾃ�C��&饑ｸﾏh�8ｮ仂h檍ﾇi4ｹw�馼ｼc�ﾃS���

2公債費 ���ﾃ�コ�57.1 ���ﾃ�コ�55.1 ���0.0 傚隴(ﾋ8ｾ�づ��"��ｭ)y育�"ﾃ�s2�

歳出合計 ��rﾃ�#b�100.0 ��づCビ�100.0 ��3cc��▲3.6 ��

｣11-



平成30年度　後期高齢者医療特別会計当初予算構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円, %)

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

･監慧悪霊孟 �#�"ﾃc�B�69.5 �#ィﾃ��B�69.0 途ﾃs���2.7 佩8ｯｨﾘ)~竟(�9|9]ｸﾊ��#�"ﾃc�B�

2使用料及び手数料 鉄��0.0 鉄��0.0 ���0.0 �<)�8詹�I{���

3国庫支出金 涛c"�0.2 ���0.0 涛c"�皆増 俘)~竟(�9|9�y7�險｢�戊�8馼ｼiN�(�ｾ�田"�

4繰入金 ��#bﾃイ��30.2 ��#rﾃ#sr�30.9 ��3C#��▲0.3 兢ｸﾊ�餉X��.案ｩ?ﾈｾ��#Bﾃc3b�駟k�N�ｩ?ﾈｾ�"ﾃ#�"�

5繰越金 ���0.0 ���0.0 ���0.0 ����7案ｨ葎ｾ���

6諸収入 鼎c��0.1 鼎c��0.1 ���0.0 �I�粟����ｭ)WH��螽ｾ�CS��艙?ﾃ��

歳入合計 鼎#�ﾃ�3b�100.0 鼎�"ﾃs�2�100.0 唐ﾃ#32�2.0 ��

(歳出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円, %)

款 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��兌ﾙ�ﾃ#僖�7����餒B�偃X,�>�vR�

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

1総務費 �2ﾃ�sR�0.8 �"ﾃ�sr�0_5 涛唐�45.8 �ｩLｨｬyyﾙN��ﾃSS2�*X�N��ﾃc#"�

2慧霊宝警悪賢慧 鼎�rﾃ#c��99.1 鼎��ﾃ�#R�99.4 途ﾃ#3b�1.8 儂ﾙ]ｸﾊ�)]ｸﾊ��#�"ﾃc#R�]ｸﾊ�餉X��.瓜ｩ%8ｾ��#Bﾃc3b�

3諸支出金 鼎S��0.1 鼎S��0.1 ���0.0 兢ｸﾊ��)WHｾ�CS��

4予備費 鉄��0.0 鉄��0.0 ��3��▲2.0 ��

歳出合計 鼎#�ﾃ�3b�100.0 鼎�"ﾃs�2�100.0 唐ﾃ#32�2.0 ��

一12-



平成30年度　水道事業会計当初予算構成表

(収益的収支)(単位:千円,%) 

款.項 剳ｽ成30年度 剳ｽ成29年度 剔ﾎ比 剋蛯ﾈ内容 

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

水道事業収益 �617,228 �������651,767 �������▲34,539 ��3R�2� 

営業収益 鉄c�ﾃゴb�90.9 鉄S津c���85.9 ��ﾃ�sR�0.2 ��Y;几��SSづ������?ﾈｾ��ﾃ鼎R�

営業外収益 鉄bﾃ3s��9.1 涛"ﾃ�コ�14.1 ��33Rﾃs�B�▲38.8 假8靖y��sS�b�+xｯｩ��8ｾ�m�?ﾃ3Bﾃ�����ﾈ檍ﾇi^(�ｾ��Rﾃ����艀�幼Rﾃ鼎b�

特別利益 ���0.0 ���0.0 ���0.0 ��9hｾ�m�?ﾈ幼��

水道事業費用 �648,880 �������651,055 �������▲2,175 ��3��2� 

営業費用 鉄c2ﾃ��2�86.9 鉄SBﾃ#���85.1 湯ﾃcコ�1.7 侏H�)Gｨｸｹ�YN����ﾃャ���ﾘﾅyN�"ﾃs�b�ﾋ��霍�N�#澱ﾃ3途���蝌ﾋ盈YN�2ﾃ����

営業外費用 塔2ﾃsC"�12.9 涛Bﾃ#3B�14.5 ��3��ﾃC�"�▲11.1 舒仂hﾜ)y��ssrﾃc#"���N��Xｷ�-�&饑ｸ��N��Sbﾃ����

特別損失 �#3R�0.0 ��ﾃc�2�0.2 ��3�ﾃ3c��▲85.3 ���7���h�9�9��#3R�

予備費 ��ﾃ����0.2 ��ﾃ����0.2 ���0.0 ��

収支差引 凵｣31,652 辻�712 辻�▲32,364 ��3BﾃSCR絣� 

(資本的収支)(単位:千円,%) 

款.項 剳ｽ成30年度 剳ｽ成29年度 剔ﾎ比 剋蛯ﾈ内容 

当初予算額 俔ﾉ�ﾉNB�当初予算額- 俔ﾉ�ﾉNB�増減額 ��ﾘﾋ越b�

資本的収入 �270,577 �������233,683 �������36,894 ��R繧� 

企業債 �#3�ﾃ����85.0 �#3�ﾃ����98.4 ���0.0 佶ｩ�ﾘｮ仂hﾜ##3�ﾃ����

負担金 �2ﾃc�2�1.4 �2ﾃc�2�1.6 ���0.0 儘磯iX�%8ｾ�2ﾃc�2�

出資金 �3bﾃンB�13.6 ���0.0 �3bﾃンB�皆増 偬��ｾ�3bﾃンB�

資本的支出 �518,900 �������521,548 �������▲2,648 ��3�絣� 

建設改良費 �3�bﾃ#�r�59.0 �3�RﾃS�"�58.6 都�R�0.2 僭ｩ�Xｬy���ｸ嶌馼ｼcS�ﾃ����Gｨ侭')�餔X馼ｼc��Rﾃ����

企業債償還金 �#�"ﾃc�2�41.0 �#�bﾃ�Cb�41.4 ��32ﾃ3S2�▲1.6 舒仂hﾜ(�ｭ(ﾋ8ｾ�#�"ﾃc�2�

収支差引 凵｣248,323 辻�▲287,865 辻�39,542 ��3�2縒� 
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◎一般会計予算の概要
【歳入】(単位:千円) 

款.項.自 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

1市税 ���9�Y�Yk�攣uﾈ螽����2�2,987,668 �"ﾃ涛BﾃSsr�▲6,909 

(1)市民税 忠[ﾙ�ﾃ3�D�7�9h�忠[ﾙ�ﾃ#僖�7�9h�忠�ﾘﾋｒ�

(2)固定資産税 唸�9j��S�ﾃ�3BﾃャI�x励�ﾃ�#RﾃャY�x励づ涛��x冷�

(3)軽自動車税 唸ﾌY.磯�蝎�S�ﾃSモﾃ�S9�x励�ﾃc�2ﾃ#c��x苓�3�Rﾃ��y�x冷�

(4)市たばこ税 唸ﾇ俾�:驗ｹ�S湯ﾃ#S��x励澱ﾃ����x励2ﾃ�S��x冷�

(5)入湯税 唸�8+ﾘ,�+��S�c2ﾃSs��x励�crﾃピy�x苓�3Bﾃ#悼�x冷�
･入湯税1,793千円1,447千円346千円 

2,987,668千円2,994,577千円▲6,909千円 

6地方消費税交付金 ��&饑ｸ��N��Xﾏ�WHｾ�ﾞ��ﾘ攣uﾈ螽����R�541,000 鉄Cbﾃ�#��▲5,820 

(1)地方消費税交付金 忠[ﾙ�ﾃ3�D�7�9h�忠[ﾙ�ﾃ#僖�7以亥ｨﾊ俛笙�ﾙlR��

(1)地方消費税交付金 唳&饑ｸ��N��Xﾏ�WHｾ�SC�ﾃ����x励S�bﾃ�#��x励3Bﾃ����x冷�

9地方交付税 ��X�,ｨﾏ�WI�Xﾞ��ﾘ攣uﾈ螽����b�4,780,000 釘ﾃs�2ﾃ����▲3,000 

(1)地方交付税 鑓螽�_ｹd�9忠[ﾙ�ﾃ8鳧�9h�忠[ﾙ�ﾃ#僖�7�9h�忠�ﾘﾋｒ�

(む地方交付税 友ﾂ舒顏�ﾞ��ﾘ�whｧ｢��Y�i��rﾃcc�ﾃ����x励rﾃsS�ﾃC��x苓�3ヲﾃ#悼�x冷�

2)臨時財政対策債振替額430,330千円491,090千円▲60,760千円 

3)基準財政需要額(振替後)7,230,861千円7,259,399千円▲28,538千円 

4)基準財政収入額2,925,850千円2,982,388千円▲56,538千円 

5)交付基準額4,305,011千円4,277,011千円28,000千円 

6)合併算定替縮減額125,011千円94,011千円31,000千円 

7)交付額4,180,000千円4,183,000千円▲3,000千円 

8)輪時財政対策債430,330千円491,090千円▲60,760千円 

9)安付税+臨財債4β10,330千円4,674,090千円▲63,760千円 

0主な増減見込(当初予算比較) 

1)基準財政需要額.個別算定経費(公債費以外):▲24,261千円 
･個別算定経費(公債費):▲17,459千円 

･包括算定経費:▲47,578千円 

(2)基準財政収入額一市民税(所得割):16,061千円 
･市民税(故人税割):▲57,274千円 

･国有資産等所在市町村交付金▲17,979千円 

(3)合併算定替縮減額:31,000千円 
･縮減率H28:0.1H29:0_3H30:0.5H31:0.7H32:0.9H33-:廃止 

⑳特別交付税 
o対前年比較(H30年度当初)(H29年度当初)(増減) 

特別交付税600,000千円600,000千円一千円 

14県支出金 ��6Hﾋ凛y&�&霄ｹ�鞜Hﾏ�WHｾ��ﾘﾟH攣uﾈ螽���#B�100,000 塔�ﾃs���18,300 

(2)県補助金 鑓�9h馼ｼb員ｹ9hｧ｢��

(む総務費県補助金 唸ﾋH��|ﾙJﾙ6H郢�ﾙ9假ﾉ]9&闔hｸｹWHｾ���螽馼ｼcbﾃS���x冷�
-いちき串木野づくし産業まつり事業補助金6,400千円 

･公国トイレ整備事業4,000千円 

･災害対策用給水車整備事業10,000千円 

･中学校空調設備整備事業73,100千円 

②石油貯蔵施設立地対策等交付金政策課予算書p24 田2ﾃ�S��63,150 ���
o充当事業(充当額) 
･石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金54,000千円 

･消防装備整備事業(防火装備品)2,250千円 

･消防施設整備事業(団本部用消防車両)6,900千円 

③原子力発電施設立地地域基盤整備支援事業交付金 鉄��ﾃ����300,000 �#��ﾃ����

政策課予算書p24 
o充当事業(充当額) 
-原子力発電施設立地地域基盤整備支援事業470,000千円 

交付金基金積立金 
-寺迫観音ケ他線改良事業30,000千円 

④鹿児島県地域振興推進事業費政策課予算書p24 ��"ﾃS���6,392 澱ﾃ����

o充当事業(充当額) 
･ⅠT体験研修キャンプ事業3,000千円 

･農産物ブランド化推進事業2,000千円 

-明治維新150周年記念事業4,500千円 

･冠練文化芸術村計画策定事業3,000千円 



【歳入】
(単位:千円)

款･項･目 事　業名･主な　施策　の　内　容　等

17繰入金

(1)基金繰入金

伝)基金繰入金

o基　金　名

･財政調整基金繰入金

･市債管理基金繰入金

･ふるさと寄附金基金繰入金

･合併まちづくり基金繰入金

･原子力発電施設立地地域

基盤整備支援事業交付金

基金繰入金
･演田子ども福祉基金繰入金

･施設整備基金繰入金

計

財政課予算書p28

(平成30年度) (平成29年度)　(増減)

520,000千円　　384,000千円　136,000千円

140,000千円　131,000千円　　　9,000千円

254,739千円　187,771千円　　66,968千円

50,000千円　　50,000千円　　　　　0千円

65,000千円　　　　一　千円　　65,000千円

540千円　　　　一　　千円　　　　　540千円

一　千円　　53,200千円　▲53,200千円

1,030,279千円　　805,971千円　　224,308千円

oふるさと寄附金基金充当事業:47事業　254,739千円

①主な産業振興･地域活性化に関する事業(全体:30事業)
･転入者住宅建設等補助金

･地場産業支援補助金

･海外販路開拓支援事業

･まぐろ漁船母港基地化奨励補助金

･種子島周辺漁業対策事業補助金

･コミュニティ交通運行業務委託

･薩摩藩英国留学生記念館管理費

･明治維新150周年記念事業

･総合観光案内所管理費

･住宅リフォーム事業祷助金

◎健康･福祉の充実に関する事業(2事業)

(充当額)
127,380千円

50,948千円

･未来の宝子育て支援金

･子ども医療費助成事業

③教育･文化･スポーツの振興に関する事業(7事業)　　　　　50,948千円

･串木野高等学校支援対策事業補助金

･市来農芸高等学校支援対策事業福助金

･ ｢英語のまち｣いちき串木野推進事業

･学校パソコン整備事業

･小学校費(維持補修費)

･中学校費(維持補修費)

･総合体育館管理費

④環境･景観の保全に関する事業:(8事業)
･市有墓地管理費

･危険廃屋等解体撤去工事靖助金

･有害鳥獣捕獲事業補助金

･松くい虫防除事業

･林道事業費(維持補修費)

･藻場環境推進事業

･魚類種苗放流事業補助金

･公園事業費(維持補修費)

o合併まちづくり基金充当事業:5事業50,000千円

･共生協働推進事業(地区まちづくり協議会運営補助金等)

･公民館安全灯施設補助金

･まぐろフェスティバル運営補助金

･ふれあいフェスタ補助金

･郷土芸能保存会運営補助金

25,463千円

(充当額)

41,600千円

800千円

3,000千円

2,500千円

2,100千円

o基金残高見込　　　　　(平成30年度末) (平成29年度末見込) (増減)

･財政調整基金　　　　　　　839,763千円1,358,829千円▲ 519,066千円

･市債管理基金　　　　　　1,541,429千円1,679,762千円▲ 138,333千円

･その他特定日的基金　　　　2,446,666千円　2,083,484千円　363,182千円

計　　　　　　　　　4,827,858千円　5,122,075千円▲ 294,217千円

1,030,279
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【歳入】
(単位:千円)

款･項･目 事　業名･主な　施　策　の　内　容　等

20市債

(1)市債

財政課予算書p32

0　区　　分

･普　通　債1,080,930　千円(うち合併特例事業債:202,300千円)

･災害復旧債　14,200　千円

･そ　の　他　432,100　千円(うち臨時財政対策債:430,300千円)

計　　1,527,230　千円

o合併特例事業債活用事業

･合併処理浄化槽設置整備補助金

･道路改良時別事業

･中学校空調設備整備事業

･幼稚園空調設備整備事業

･学校給食センター建設事業

計

(充当額)

20,700千円

95,000千円

41,600千円

14,600千円

30,400千円

202,300千円

o市債残高等

①市債残高: 22,145,929千円

･交付税措置見込額:13,219,810千円(交付税措置率:59.7 %)

･交付税措置対象外見込額:8,926,119千円

②合併特例事業債活用額: 7,049,800千円(活用率:85.6 %)

･合併特例事業債残額: 1,183,200千円(平成32年度まで)

1,527,230 2,901,590 ▲ 1,374,360

(注)国庫･県支出金等の説明は､歳出ページに記載｡

E歳出HA件郵悼位:千円) 

会計名 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

-般会計 ��ｸｹu餒�9��ﾙk�攣uﾈ螽����#b�2,684,580 �"ﾃc湯ﾃS3R�▲14,955 

o事業費:2,684,580千円 

(給料1,306,174､職員手当等950,787､共済費427,619) 

o職員数:329人(再任用を含む一般職326人､特別職3人) 

※平成29年度当初:331人(一般職328人､特別職3人) 

⑳給与費等(議員)議会事務局予算書p126 涛2ﾃs3R�104,300 ��3��ﾃScR�

o事業費:93,735千円 

(報酬55,859､議員期末手当17,131､共済費20,745) 

o議員数:16人(※平成29年度当初:18人) 

公共下水道事業 ��ｸｹu餒�9��8岔�Y;佇ﾙuﾈ螽����s��38,691 �3津#ッ�▲595 

特別会計 鑓馼ｼiN�3づc���x冷�

(給料20,887､職員手当等10,942､共済費6,862) 

o職員数:5人(※平成29年度当初:5人) 

衆道事業会計 ��ｸｹu餒�9��8岑侭;�ｹuﾈ螽�����78,259 都rﾃc�2�576 

o事業費:78,259千円 

(給料36,406,職員手当等29,323､共済費12,530) 

o職員数:9人(※平成29年度当初:9人) 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款.項.冒 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

2総務費 ��自Lｨﾞ�&9d��ﾈ齪���ﾈﾙ�ﾝｸ嶌ｺh檠�X什F位ﾘ馼ｼi�ﾙk�攣uﾈ螽���3b�7,370 唐ﾃS3��▲1,161 

(1)総務管理費 鑓馼ｼiN�rﾃ3s��x冷閲yN��

(D一般管理費 ��ｹ<�.萎�ﾋ鐙艙?ﾃBﾃ#3��x冷�ｩLｨﾞ�&9d��ﾈ齪���ﾈﾙ�ﾝｸ嶌ｺh檍��ﾈｾ���

○事業内容等 

職員の資質向上のため､平成28年度から実施している-般財団法人自治 
体国際化協会-の職員派遣経費o 

･派遣期間:平成28年度～平成30年度(3年間) 

(9財産管理費 嫡HﾋH��|ﾙJﾙ6H郢�ﾙzy&�&闔hｮ餉Y�餔X辷�馼ｼhﾏ�WHｾ�ｮ霎���xｾ��470,125 ����ﾃ�3R�359,990 

財政課.会計課予算書p40 

○事業費:470,125千円(積立金) 

o特定財渡:総務費県補助金470,000千円､基金利子125千円 

o事業内容等 

原子力発電施設立地地域基盤整備支援事業交付金を活用した事業に充て 
るため､基金造成を行う○ 

o充当予定事業 
･道路新設改良事業(都心平江線) 

･学校給食センター建設事業 

②●石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金財政課予算書p40 鉄Bﾃ����0 鉄Bﾃ����
o事業費:54,000千円(積立金) 

o特定財源:総務費県補助金54,000千円 

(石油貯蔵施設立地対策等交付金) 

o事業内容等 

石油貯蔵施設立地対策等交付金を活用した事業に充てるため､基金造成を 
行うo 

o充当予定事業 

･はしご付消防自動車更新事業:平成33年度更新予定 

⑥企画費 ��昏�.員ｩ�9�倬hｼi�ﾘﾟH攣uﾈ螽���C��3,533 �2ﾃC#��104 

o事業費:3,533千円(賃金1,464､需用費1,130､借上料660､その他279) 

o特定財療:ふるさと寄附金基金繰入金1,500千円､雑入50千円 

o事業内容等 

本市-の移住定住の促進を図るため､定住相談員の配置やお試し体験住 
宅の設置のほか､移住パンフレットを作成しPRを行うo 

･事業期間:平成29年度～平成31年度(3年間) 

0本年度事業 

･定住相談員の配置(1人).お試し体験住宅の設置(2軒) 

･移住パンフレットの作成 

②●ⅠT体験研修キャンプ事業政策課予算書p40 澱ﾃ����0 澱ﾃ����

○事業費:6,000千円(需用費50､委託料5,800､借上料150) 

o特定財源:総務費県補助金3,000千円 

(補助率:対象経費の1′2鹿児島県地域振興推進事業) 
○事業内容等 

将来的な人材還流促進のため､中高生を対象に働く場所を選ばない仕事の 
紹介やスキル習得体験の場を設けるo 

③転入者住宅建設等補助金政策課予算書p41 澱ﾃ#���6,200 ���

o事業費:6,200千円(補助金) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金5,700千円 

○事業内容等 

定住人口の増加を図るため､定住促進団地以外に住宅新築(購入)した転 
入着に補助金を交付する○ 

o補助内容等 

①住宅建築(購入)補助金(建築費の5%周辺部:500千円中心部:300千円) 

(診若着(40歳未満)の転入者加算:100千円 

③定住奨励加算(中学生以下1人につき100千円300千円限度) 

④市内業者利用による住宅取得加算:100千円 
･補助期間:平成26年度～平成31年度(6年間) 

o関連事業 
･定住促進補助金:2,300千円 

-17-



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位=千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

2総務費 ��ﾘｿ8*ｸ彿y駅��9�竸(�ｾ��ﾘﾟH攣uﾈ螽���C��400 田���▲200 

(1)総務管理費 ��ｸ馼ｼiN�C���x冷運(�ｾ���

⑥企画費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�
o事業内容等 
■空き家の利用促進を図るため､空き家バンク制度に登録している空き家の家 

財道具の処理費及び改修費に対して補助するo 

○補助内容等 
･祐助対象者:空き家の所有者又は所有者から委任された者 

･補助率:(》家財道具撤去補助:補助率2/3(上限5万円) 

(参リフォーム補助:補助率15%(工事費20万円以上上限15万円) 

･補助期間:平成29年度～平成31年度(3年間) 

o関連事業 
･空家等対策協議会開催経費:80千円 

⑤結婚新生活支援事業補助金政策課予算書p41 �"ﾃャ��5,760 ��3"ﾃャ��

o事業費:2,880千円(補助金) 

o特定財振:総務費県補助金1,440千円(檎助率1′2) 

o事業内容等 

婚姻数の増加を図るため､経済的な理由で結婚に踏み出せない低所得者を 
対象に､結婚に伴う新生活に係る費用を補助するo 

o補助内容等 
･対象世帯:世帯所得340万円未満の新規に婚姻した夫婦共に34歳以下の 

世帯 

･補助対象:新居の住居費､引越費用等新婚世帯の新生活に係る費用 

･補助金額:1世帯24万円(上限) 

･槍助件数:12組(見込) 

⑥●縁結び隊補助金政策課予算書p41 ��ﾃ����0 ��ﾃ����

o事業費:1,000千円(補助金) 

o特定財振:ふるさと寄附金基金繰入金800千円 

○事業内容等 

出会いの機会の創出及び結婚相談.仲立ちなどを実施する｢縁結び隊｣-の 
補助金o 

o関連事業 
･出会いサポート事業:500千円 

⑦国際交流事業費 ��ﾙ�ﾝｸﾏ�ix醜燁'h馼ｼi�ﾘﾟH攣uﾈ螽���C��5,166 迭ﾃ�C��117 

o事業費:5,166千円(報酬3,360､共済費478､その他1,328) 

○特定財源:- 

o事業内容等 

｢英語のまち｣の充実を図るとともに､地域レベルでの国際交流の進展を図 

り､自然に英語に親しめる環境整備等を行うため､国際交流員を招致するo 

②◆市国際交流協会補助金政策課予算書p42 �2ﾃ3S��1,350 �"ﾃ����

o事業費:3,350千円(補助金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

市の特色を生かした国際交流活動を推進し､国際性豊かな人材育成や姉妹 
都市交流等を実施している国際交流協会-の補助金○ 

○主な事業 
･姉妹都市交流事業(学生派遣等)●KACCHEL管理運営支援事業 

･イングリッシュキャンプ事業 

@企業立地対策費 ��､8､�ﾉц､ｩ��辷�馼ｼi�ﾘﾟH攣uﾈ螽���C2�5,108 迭ﾃs�b�▲598 

o事業費:5,108千円(旅費1,248､役務費800､助成金2,400､その他660) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金4,900千円 

o事業内容等 

本市特産品の消費拡大を図るために､シンガポール等で開催される日本食 
見本市-の出展費用に対する助成などを行い､市内業者の海外販路開拓 
を支援する○ 



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

2総務費 ��4�8ｸ�ｸ5��IuY'i�I�倬hｼi�ﾘﾟH攣uﾈ螽���C2�2,012 �"ﾃ����12 

(1)総務管理費 鑓馼ｼiN�"ﾃ��)�x冷閲yN�3笛H�w�N���芥勾�Y{��ﾃS��IX�%8ｾ�����

⑨企業立地対策費 愉<�.萎�ﾋ鐙-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ��ﾃ����x冷�
o事業内容等 

串木野新港の利用促進を図るため､クルーズ船誘致推進協議会を設立し､ 

誘致に向けた取阻を行う○ 

③酉薩中核工業団地管理費政策課予算書p43 �3"ﾃ3�"�32,023 �3S��

o事業費:32,382千円(役務費297､委託料3,000､用地費29,085) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

酉薩中核工業団地の維持管理費及び財産購入費o 

o酉薩中核工業団地未分譲地購入 

･未分譲地:16,8261.25m2_購入時期:平成25年12月 

･取得価格:199,000千円_割賦支払:7年間 

t金利:0.85%′年※平成32年度まで 

◎太陽光発電システム設置補助金政策課予算書p43 ��ﾃ#���1,350 ��3�S��

o事業費:1,200千円(補助金) 

o特定財源:碓入800千円 

o事業内容等 
住宅用太陽光発電システムの普及.促進及び市民の環境保全意識の向上 
を図るため､住宅用太陽光発電システムの設置経費に対し､一定の補助を 

する○ 

o補助内容等 
･補助内容:1kw当たり20千円補助(上限60千円市内業者利用) 

lkw当たり10千円補助(上限30千円市外業者利用) 

･補助見込:30件(市内10件､市外20件) 

⑤企業の誘致促進及び育成補助金政策課予算書p43 �3津c#��900 �3づs#��
o事業費:39,620千円(補助金) 

o特定財漁:- 

o事業内容等 

･設備投資促進補助(設備投資額の10%):38,120千円(秩)サンクスフーズ 

一事業所用永使用料補助:1,500千円全栄フーズ(樵)､(秩)サンクスフーズ 

⑥串木野港開港促進補助金政策課予算書p43 ��ﾃc���1,600 ���

o事業費:1,600千円(補助金) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金1,400千円 

o事業内容等 

串木野港の開港促進を図るため､串木野港を利用して行われる外国貿易活 
動に対し､補助する¢ 

o補助内容等 
-補助見込:不開港入港の経費補助4隻､コンテナ助成40本 

⑲共生協働推進費 I ��ｺI�hｺi:ﾙ�I�倬hｼh-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ螽���C2�67,319 田rﾃC#r�▲108 

o事業費‥67,319千円(委託料17,929､補助金49,065､その他325) 

o特定財源:合併まちづくり基金繰入金41,600千円 

o事業内容等 

自治基本条例に基づき,共生協働のまちづくりを進めるために､各地区のま 

ちづくり協議会､自治公民館等の活動に謝する補助等○ 

o補助金(事業費) 
-市まちづくり連絡協議会運営補助金213千円 

･地区まちづくり協議会運営補助金29,102千円 

･地区まちづくり協議会非常勤職員設置補助金(lo塊区)6,000千円 
･まちづくり計画事業補助金(ソフト事業)3,600千円 

･まちづくり計画事業補助金(ハード事業)10,000千円 

(平成29年度から上限額を2,000千円に拡充) 
･地区まちづくり計画見直し祐助金(S地匝)150千円 

oその他の事業 
･地域リーダー養成研修事業1,000千円 

･地区まちづくり協議会(16地区)-の広報紙等配布業務委託料16,929千円 
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【歳出】　　●は新規事業等　◆は内容変更等した事業等　　　　　　　　　(単位‥千円)

款.項.冒 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

2総務費 ���ﾈ5(7�8X6ｨ6X4(齷:竟I;�?ﾈ馼ｼh-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ螽���CB�960 ���960 

(1)総務管理費 ��ｸ馼ｼiN�田��x冷頴�k�N��

⑲共生協働推進費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

地域住民の移動手段の確保及び地域の活性化を図るため､コミュニティ自動 

車を導入し､地域に貸与するo 

･予定地区数:5地区(羽島地区､生福地区､冠森地区､荒川地区､川上地区) 

③●コミュニティ事業助成金まちづくり防災課予算書p44 �"ﾃS���0 �"ﾃS���

o事業費:2,500千円(補助金) 

o特定財源:雑入(コミュニティ事業助成金)2,500千円 

o事業内容等 

地域のコミュニティ活動の推進を図るため､宝くじの社会貢献広報事業を活 

用し､コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備等に対する助成金○ 

-予定地区:1地区 

2総務費 ��ﾌ)�ﾉMHﾘh4ｨ�ｸ6委�WH馼ｼh�9j�ｹuﾈ螽���C��5,605 �"ﾃs3r�2,868 

(3)戸籍住民基本 ��ｸ馼ｼiN�Rﾃc�Y�x冷委�ﾈ����

台帳費 愉<�.萎�ﾋ陶�ﾙk�詹�I{�#9�x冷�

(D戸籍住民基本 ��ﾙk�N��ﾌ竸(�ｾ�RﾃS�)�x冷運(�zc���ﾃ����

台帳費 鑓馼ｼi>�vY9��

個人番号カードの交付に係る地方公共団体情報システム機構-の交付金○ 

･交付率:9.48%(平成29年12月末時点) 

2総務費 嫡H�ﾈﾊxｶ8檍ｶ8什�乂yN��仍8ｬyyﾘ効醜檍駟k�ｼyuﾈ螽���C��4,296 ���4,296 

(4)選挙費 鑓馼ｼiN�Bﾃ#妬�x冷雲���#�I�X醜詹9i9涛SZH+ｸ,ﾉ�ﾃ2ﾃ##���

③県議会議員 ��ｹ<�.萎�ﾋ陶�ﾙk�N�x勾�Xｾ�Bﾃ#妬�x冷��8ｧ｢��

選挙費 鑓馼ｼi>�vY9��

平成31年4月29日任期満了に伴う県議会議員選挙に係る経費○ 

一前回投票率:63.38% 

2総務費 宙-��ﾈ��粳7�&�9ﾘﾇi+(ﾛ丑��ﾘﾟH攣uﾈ螽���S��4,307 ���4,307 

(5)統計調査費 鑓馼ｼiN�Bﾃ3�y�x冷雲��2ﾃSC蟹,�ｾ�3��H�w�N�3��H+ｸ,ﾉ�ﾃ�Cｒ�

②基幹統計調査費 愉<�.萎�ﾋ陶�ﾙk�N�x勾�Xｾ�Bﾃ3�y�x冷��8ｧ｢��

o事業内容等 

住宅とそこに居住する世帯の居住状況､世帯の保有する土地等の実態を把 
握し､その現状と推移を明らかにするために5年ごとに行われる調査○ 

②●漁業センサス費政策課予算書p51 都�b�0 都�b�

o事業費:706千円(報酬481､賃金104､需用費90､その他31) 

o特定財源:総務費県委託金706千円(全額) 

o事業内容等 

漁業の生産構造､就業構造を明らかにするとともに､漁業を取り巻く実態と変 

化を把握するために5年ごとに行われる調査o 

3民生費 ���hｨ移(ｸx�(齷zy�ｩ&ｸ辷�馼ｼiY�8攣uﾈ螽���S"�3,051 �2ﾃ�3��▲88 

(1)社会福祉費 鑓馼ｼiN�2ﾃ�S��x冷雲���ﾃsニI{yN���:IWﾘ�N�c唏+ｸ,ﾉ�ﾃC�2��

(D社会福祉総務費 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ儿�%8ｾ�"ﾃ#ペ�x冷厩�%9zc2���

○事業内容等 

生活困窮者の社会的.経済的な自立と生活の向上を図るため､社会参加と 
就労を支援するとともに､離職等により住宅を失った(おそれのある)生活困 

窮者に対し､3カ月鎧度の家賃相当額を支給し､就労自立を図るo 



【歳出】　　●は新規事業等　◆は内容変更等した事業等　　　　　　　　　　(単位:千円)

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

3民生費 ����檠Y�8ｺhｶ8檠^(�ｾ�Y�8攣uﾈ螽���S2�19,702 ��津s�"�0 

(1)社会福祉費 ��ｸ馼ｼiN��津s�)�x冷運(�ｾ���

(D社会福祉総務費 愉<�.萎�¥�｢ﾒ�

o事業内容等 

社会福祉協読会の活動助成のために補助金を交付するo 

o主な事業(事業費) 

･人件費助成9,032千円 

･福祉活動専門員設置費補助金(人件費)4,496千円 

一ふれあいのまちづくり事業5,935千円 

･その他(手をつなぐ育成会等補助金)239千円 

計19,702千円 

③民生委員児童委員協議会補助金福祉課予算書p53 ��bﾃcCR�16,645 ���

o事業費:16,645千円(補助金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

民生委員児童委員の活動助成のために補助金を交付する○ 

･民生委員児童委員数:93人 

･活動費:年間156千円(1人当たり) 

②障害者等福祉費 宙-�&闔i�hｨ育�x馼ｼiY�8攣uﾈ螽���S2�28,710 �3"ﾃcsB�▲3,964 

o事業費:28,710千円(報酬2,400､委託料3,440､扶助費14,552 

その他8,318) 

o特定財源:民生費国庫補助金13,056千円(補助率1′2) 

民生費県祷助金6,528千円(補助率1/4) 

o事業内容等 

障害者(児)が､自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう､地 

域の特性や利用者の状況に応じ､柔軟な形態により効果的.効率的に支援 
事業を実施する○ 

o主な事業等(事業費) 

･相談支援業務委託(必要な情報提供を行う事業者-の委託)800千円 

･基幹相談支援センター等機能強化事業8,462千円 

･意思疎通支援事業(手話通訳等の派遣等)1,681千円 

･日常生活用具給付等事業8,900千円 

･移動支援事業(ガイド-ルパーの派遣)370千円 

･地域活動支援センター事業1,780千円 

･身体障害者.知的障害者相談員事業185千円 

･その他(日中一時支援事業など)6,532千円 

28,710千円 

@◆重度心身障害者医療費給付費福祉課予算書p54 塔bﾃ����87,147 ��3�ﾃ�Cr�

o事業費:86,000千円(扶助費) 

o特定財源:民生費県補助金43,000千円(補助率1′2) 

o事業内容等 

重度心身障害者の健康の保持と保健の向上を図るとともに､福祉の増進を 
図るため､医療費を助成する○ 

●県制度改正による医療費の窓口無料化 

県制度の改正に伴い平成30年10月の診療分から住民税非課税世帯の未就 
学児に限り､医療機関等での窓口負担を償還払方式から現物給付方式に変 
更するo 

･影響額:60千円 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等樽位:千円) 

款一項.冒 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

3民生費 �(��･��)�ﾘﾘx辷�d�櫁ﾎﾈｸｹWI9倬hｼiY�8攣uﾈ螽���SR�689,889 田3rﾃ�#r�52,762 

(1)社会福祉費 鑓馼ｼiN�cヲﾃャ��x冷姥ﾘ�N��

②障害者等福祉費 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ儿�%8ｾ�3CBﾃ鼎9�x冷厩�%9zc��ﾃ"��

民生費県負担金172,470千円(負担率1/4) 

o事業内容等 

障害者(児)が自立した日常生活等を営むことができるよう､障害者総合支援 
法に基づく必要な障害福祉サービス等に係る給付又は支援を行うo 

o給付費等(給付費) 
･介護給付費(延べ2,623件)357,961千円 

(居宅介護､短期入所､生活介護､施設事業費など) 
･訓練等給付費(延べ2,039件)239,251千円 

(グループホーム､就労移行支援､就労継続支援A型.B型等) 
一相談支援給付費(延べ566件)9,102千円 

-特定障害者特別給付費(延べ1,307件)16,491千円 

･自立支援医療給付費(延べ2,182件)60,084千円 

(療養医療費､更生医療給付費､育成医療給付費) 
･補装具給付事業費(延べ74件)7,0007円 

計689,889千円 

③老人福祉費 ��+x��ｾ�辷ｸｸ馼ｼiY�8攣uﾈ螽���SR�6,127 澱ﾃs�2�▲576 

o事業費:6,127千円(報償費) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

市内に居住する高齢者に対し､長寿を祝福し､敬老の意を表するために長 
寿祝金を支給するo 

o支給内訳(12月1日現在)(金額)(人数) 
･満80歳5,000円348人 

･満88歳5,000円207人 

･満90歳5,000円162人 

･満95歳5,000円65人 

･100歳到達者50,000円18人 

･100歳以上10,000円43人 

計843人(対前年101人波) 

o高齢化率:35.2%(平成29年12月1日現在) 

⑳高齢者福祉サービス事業福祉課予算書p56 �3�ﾃ�3��31,364 ��33#b�

o事業費:31,038千円(委託料20,821､扶助費10,217) 

o特.定財赦:雅人21千円(生活指導型ショートステイ事業利用料) 

o事業内容等 

高齢者が,できる限り住み慣れた家庭や地域で保健.医療.福祉の総合的な 
サービスが受けられるよう､またできるだけ在宅で自立した生活ができるよう 

支援するために福祉サービスを提供するo 

oサービス事業(事業費) 
･生活指導型ショートステイ事業(年間延べ56回)214千円 

･訪問給食サービス事業(年間延べ50,800食)18,499千円 

･緊急通報体制等整備事業(年間延べ800件)2,100千円 

･生活支援移送サービス事業(年間延べ16回)8千円 

･日常生活用具給付事業(電磁調理器5件)57千円 

･はり､きゆう､マツサ-ジ施術料助成事業(年間延べ810回)486千円 

-訪問理美容サービス事業(年間延べ6回)12千円 

-寝具洗濯乾燥消毒サービス事業(年間延べ10回)73千円 

･在宅寝たきり者等介護手当支給事業(年間延べ828件)8,280千円 

･紙おむつ等支給事業(年間延べ1,309件)1,309千円 

計31,038千円 

③老人保護措置費福祉課予算書p56 ��S2ﾃc���152,520 ��ﾃ����

o事業費:153,600千円(扶助費) 

o特定財漁:老人福祉費負担金32,194千円 

o事業内容等 

養護老人ホーム-の入所費用○(8施設69人) 
･市内市来松寿図47人.市外聖寿園他6施設22人 

o待機者 
･市来松寿園:29人(平成29年12月末現在) 



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

3民生費 ��櫁ﾎﾉ]ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ�ﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���Sr�482,685 鼎澱ﾃc�"�▲13,927 

(1)社会福祉費 鑓馼ｼiN�C�"ﾃcズ�x冷案ｨ�ｾ���

⑤介護保険特別 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ儿�%8ｾ�2ﾃS#)�x冷厩�%9zc��"��

会計財政対策費 冕��iN�yX�%8ｾ��ﾃsc��x冷厩�%9zc��ﾃB��

o事業内容等 

介護保険特別会計-の保険給付費等､保険料軽減負担金の繰出金○ 

3民生費 嫡Ij)x�,ﾉ_8��支,H辷�ｾ�Y�8攣uﾈ螽���S��ll,500 ��"ﾃ����▲600 

(2)児童福祉費 鑓馼ｼiN�ﾆﾂﾃS���x冷逸8ｾ���

②児童運営費 愉<�.萎�佑ｨ-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ���ﾃS���x冷�

o事業内容等 

次世代を担う子どもの健やかな成長を願い､支援金を贈り､健康で明るいま 
ちづくりに資することを目的とし､祝金を支給するo 

o支給額等(支給見込) 

･出生祝金第1子2万円.第2子3万円.第3子以降10万円160人 

･誕生目視金1万円(1-5歳)230人 

･入学祝金5万円45人 

(塾●子ども.子育て支援事業計画等アンケート調査事業福祉課予算書p58 ��ﾃ3���0 ��ﾃ3���

o事業費:1,390千円(委託料) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

次期子ども.子育て支援事業計画(平成32年度～平成36年度)を策定するた 
め､アンケート調査を行うとともに､就学児の保護者を対象に､子どもの生活 

に関するアンケート調査を実施する○ 

③保育所地域子育て支援センター事業福祉課予算書p58 唐ﾃ3cB�8,317 鼎r�

o事業費:8,364千円(委託料) 

o特定財源:民生費国庫補助金2,788千円(檎助率1′3) 

民生費県補助金2,788千円(補助率1/3) 

o事業内容等 

乳児.幼児及び保護者の交流の場並びに育児に関する相談.支援の場とし 
て設置された子育て支援センター(太陽保育園に併設)に対する運営委託 

料o 

④放課後児童健全育成事業福祉課予算書p58 �#津C�r�26,391 �2ﾃ��b�

o事業費:29,407千円(委託料) 

o特定財源:民生費国庫補助金9,802千円(補助率1/3) 

民生費県補助金9,802千円(補助率1′3) 

o事業内容等 

保護者が労働等により昼間に家庭にいない小学生(放課後児童)に対し､授 
業の終了後に適切な遊び､生活の場を提供している学童クラブ-の運営委 
託粋o 

･対象クラブ:照島学童クラブ､串木野中央学童クラブ､橘学童クラブ(第1.2クラブ) 

市来つこ 

⑤病児.病後児保育事業福祉課予算書p58 免ﾂﾃCsB�ll,452 �#"�

o事業費:ll,474千円(委託料) 

o特定財源:民生費国庫補助金3,824千円(補助率1′3) 

民生費県補助金3,824千円(補助率1′3) 

o事業内容等 

児童が病気により､集団保育等が困難である期間に保育所又は医療機関等 
に付設された専用スペースで一時的に児童を預かる事業者に対する委託 

料o 

･対象事業者:いとう耳鼻咽喉科 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

3民生費 �X露+y]ｸ孜�9�倬hｼi^(�ｾ�Y�8攣uﾈ螽���S��3,580 釘ﾃc#"�▲1,042 

(2)児童福祉費 鑓馼ｼiN�2ﾃS���x冷運(�ｾ���

②児童運営費 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ竸(�ｾ��ﾃ��9�x冷運(�zc��2��

民生費県補助金1,193千円(補助率1/3) 

o事業内容等 

保育施設等(8園)で実施する延長保育(保育士1人加配等)に対する補助金○ 

⑦特別保育事業補助金福祉課予算書p59 迭ﾃ����5,008 ���

○事業費:5,008千円(補助金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

保育施設等の世代間交流､異年齢児交流等の地域活動事業や(軽度)障害 
児保育事業に対する補助金o 

(事業名)(対象見込)(事業費) 

･地域活動事業補助金(対象:8圃)2,320千円 

･障害児保育事業補助金(対象者:2人)1,780千円 

･軽度障害児保育事業補助金(対象者:2人)908千円 

計5,008千円 

@◆保育施設等給付費福祉課予算書p59 都CづCS"�718,572 �#津ャ��

o事業費:748,452千円(扶助費) 

o特定財源:児童福祉費負担金87,438千円 

民生費国庫負担金291,254千円(負担率1′2) 

民生費県負担金157,087千円(負担率1′4) 

民生費県補助金1,141千円(補助率1/2) 

o事業内容等 

保育施設等(9園)に対する給付費o 

o入所者数等定員年間延見込月平均給付費 
一串木野保育園50人712人59人81,194千円 

･羽島保育園60人822人69人89,052千円 

･浜ケ城保育園50人693人58人82,905千円 

･太陽保育園70人977人81人96,294千円 

･照島保育園100人1,275人106人105,498千円 

･市来保育園100人1,307人109人106,572千円 

･くしきの森のこども園105人1,140人95人93,880千円 

･神村学園附属幼稚園180人1,631人136人80,819千円 

●スマイル保育所5人60人5人12,238千円 

計720人8,617人718人748,452千円 

●幼児教育.保育の無料化 

保育料の算定に基づく第2子以降の3.4.5歳児の保育料等を無料化する○ 

･影響額:9,009千円(保護者負担金分含む) 

⑨◆ひとり親家庭等医療費福祉課予算書p59 ��津3S��19,000 �3S��

o事業費:19,350千円(扶助費) 

o特定財源:民生費県補助金9,675千円(補助率1′2) 

○事業内容等 

ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図るために､父子.母子家庭等 

(18歳以下の子どもと保護者)を対象に医療費を助成するo 

●県制度改正による医療費の窓口無料化 

県制度の改正に伴い平成30年10月の診療分から住民税非課税世帯の未就 
学児に限り､医療機関等での窓口負担を償還払方式から現物給付方式に変 
更する○ 

･影響額:674千円 



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

3民生費 �8髯;iWﾙwｸ詹9hｸｹWIN��8攣uﾈ螽���S��167,291 ��cづ�3B�▲1,543 

(2)児童福祉費 鑓馼ｼiN��crﾃ#���x冷姥ﾘ�N��

②児童運営費 玲�<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ儿�%8ｾ�SRﾃsc9�x冷厩�%9zc��2��
o事業内容等 

父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と 

自立を促進し､児童の福祉の増進を図るために児童扶養手当を支給するo 

o支給額等 
･支給額:月額9,980-42,290円(満18歳になる年まで) 

2人目は上記金額に5,000円～9,990円加算 

3人目以降は3,000円～5,990円加算 

･認定者:376人(うち支給対象者343人平成29年12月末現在) 

⑱児童手当給付費福祉課予算書p59 鼎��ﾃ3�R�430,030 ��3�津s�R�

o事業費:410,315千円(扶助費) 

○特定財源:民生費国庫負担金283,943千円(負担率37′45,4′6) 

民生費県負担金63,186千円(負担率4′45,1′6) 

o事業内容等 

家庭等の生活の安定と次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資するた 
めに児童手当を支給するo 

o支給額(金額) 
･3歳未満15,000円 

･3歳以上小学校修了前(第1.2子)10,000円 

〟(第3子以上)15,000円 

ー中学生10,000円 

･所得制限以上の世帯の子5,000円 

※所得制限は､夫婦と児童2人世帯で年収960万円 

o支給見込児童数:3,046人 

⑳高等職業訓練促進給付金等事業費福祉課予算書p59 途ﾃ�ィ�6,921 ��c2�

o事業費:7,084千円(扶助費) 

o特定財源:民生費国庫補助金5,313千円(補助率3′4) 

o事業内容等 

母子.父子家庭の自立促進を図るために､母又は父の就業に有利な資格を 
取得するために給付金を支給するo 

･支援者数:7人 

⑬母子生活支援施設措置費福祉課予算書p59 ��"ﾃ#S2�5,745 澱ﾃS���

o事業費:12,253千円(扶助費) 

o特定財源:民生費国庫負担金6,126千円(負担率1′2) 

民生費県負担金3,063千円(負担率1/4) 

o事業内容等 

生活に困窮する母子家庭又はDVなどの事情等で支援が必要な母子等を入 
所させ､自立促進に向けた生活の指導支援や保護を行い､また､施設退所 
者に対する相談事業等を行う支援施設-の入所措置費○ 

･支援世帯数:2世帯 

⑭児童発達支援給付費福祉課予算書p59 �#�RﾃSC��172,954 �3"ﾃS釘�

o事業費:205,548千円(扶助費) 

o特定財源:民生費国庫負担金100,427千円(負担率対象経費の1′2) 

民生費県負担金50,213千円(負担率対象経費の1/4) 

o事業内容等 

障害児通所支援事業所に適所する児童に対し給付費を支給するo 

o支援事業等(事業費) 

･児童発達支援給付費96,642千円 

･放課後等デイサービス給付費99,200千円 

･障害児相談支援給付費6,084千円 

･保育所等訪問支援給付費3,622千円 

計205,548千円 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

3民生費 ��?ｸ髦鑄*�-�,(ﾗy?ﾉN�Y�ﾈ馼ｼiY�8攣uﾈ螽���S��3,200 �2ﾃC���▲200 

(2)児童福祉費 ��ｸ馼ｼiN�2ﾃ#���x冷姥ﾘ�N��

②児童運営費 ��ｹ<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

次世代を担う子どもの健やかな成長を願い､育児の経済的負担を軽減する 
ことにより､健康で明るいまちづくりに資することを目的とし､乳児(0歳児)に 

紙おむつ代を支給するo 

o支給額等 

･支給額20,000円.対象音数(見込)160人 

③保育所費 宙-��iY�ｸ支�戊�9N��8攣uﾈ螽���S��28,606 �#rﾃ#c2�1,343 

o事業費:28,606千円(賃金16,400､需用費9,421､その他2,785) 

o特定財源:児童福祉費負担金13,220千円 

民生費県補助金220千円 

受託事業収入1,132千円､雑入他1,503千円 

○事業内容等 

生福保育所の運営費○(入所見込:82人) 

⑤児童センター 嫡H��9Vﾈ髯;h5ｨ985��ｸｬyyﾙN��8攣uﾈ螽���c��2,399 �"ﾃ#c2�136 

管理費 ��ｸ馼ｼiN�"ﾃ3等�x冷茨冽�N��szH勾�Y{�"ﾃ��芥+ｸ,ﾉ�ﾃ��B��

o特定財源:- 

o事業内容等 

海浜児童センターの管理運営経費○ 

◆平成30年度より運営形態を直営方式-変更○ 

3民生費 ���hｨ云ｸﾎﾈ�8ｸｸ�(��┴辷�馼ｼiY�8攣uﾈ螽���c��1,749 ��ﾃc���69 

(3)生活保護費 鑓馼ｼiN��ﾃsC��x冷絢Hﾜ��#�JI,�ｾ��ﾃCcJH+ｸ,ﾉ�ﾃs���

(丑生活保護総務費 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ儿�%8ｾ��ﾃ3���x冷厩�%9zc8�ﾃB��

○事業内容等 

生活保護受給世帯の自立を促進するため､就労支援員を配置し､稼働年齢 
にある就労可能な被保護者の就労を促進する○ 

②扶助費 ���hｨ云ｸﾎﾉWﾘ�N��8攣uﾈ螽���c"�502,455 鼎唐ﾃ鼎��3,515 

o事業費:502,455千円(扶助費) 

○特定財漁:民生費国庫負担金376,615千円(負担率3′4) 

民生費県負担金4,048千円(負担率1′4､全額)､碓入1千円 

o扶助費(H30)(H29)(増減) 

･生活扶助134,291千円133,863千円428千円 

･住宅扶助32,535千円30,940千円1,595千円 

･教育扶助4,851千円4,570千円281千円 

･医療扶助309,317千円309,113千円204千円 

･出産扶助450千円450千円0千円 

･生業扶助3,698千円4,182千円▲484千円 

･葬祭扶助541千円541千円0千円 

･介護扶助16,222千円12,800千円3,422千円 

･行旅病人医療給付費300千円300千円0千円 

･就労自立給付費250千円350千円▲100千円 

･施設事務費一千円1,831千円▲1,831千円 

計502,455千円498,940千円3,515千円 

○対象者数平成29年12月平成28年12月増減 

･保護世帯数219世帯217世帯2世帯 

一保護者数334人328人6人 



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

4衛生費 ��ﾉ(ﾔ�,�*ﾈ,8*ﾘ.磯hｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���c2�1,122 ��ﾃ�#b�▲4 

(1)保健衛生費 鑓馼ｼiN��ﾃ�#)�x冷雲��N�s唏�w�N�jH+ｸ,ﾉ�ﾃCr��

①保健衛生総務費 愉<�.萎��S｢ﾒ�
o事業内容等 

健康地域づくり推進員により本市の健康寿命の延伸を図るo 

②●地域健康プランナー健康づくり事業健康増進課予算書p63 �#澱�0 �#澱�

o事業費:296千円(報償費180､使用料及び賃借料12､億品購入費104) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

地域健康プランナー(地域おこし協力隊員)が地域の資源を活用して健康づ 
くり教室等を行い､本市の健康寿命の建伸を図る○ 

③●自殺対策計画策定事業健康増進課予算書p63 釘ﾃ�#2�0 釘ﾃ�#2�

o事業費:4,923千円(報償費380､委託料4,428,その他115) 

o特定財源:衛生費県補助金3,281千円(補助率2/3) 

o事業内容等 

自殺対策基本法に基づき､本市の実情に応じた自殺対策を総合的かつ効 

果的に推進するため,自殺対策計画を策定するo 

⑳◆健康寿命延伸モデル事業健康増進訣予算書p63 ��ﾃ����200 塔���

o事業費:1,000千円(報償費450,旅費22､需用費16､委託料512) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

飴康寿命の楚伸を目的として､まちづくり協議会を対象に健康づくりアドバイ 

ザ-を派遣し､住民主導の健康づくり-の取組みを支援する○ 

⑤妊婦健康診査事業健康増進課予算書p64 ��rﾃCc��17,794 ��3332�

o事業費:17,461千円(委託料) 

o特定財蔽:- 

o事業内容等 

飴やかな妊娠.出産を支援するとともに､経済的負担の軽減を図るため､公 

費による14回の健診を行うo 

-年間見込:170人 

⑥●妊婦歯科検診事業俸康増進課予算書p64 �3���0 �3���

o事業費:300千円(委託料) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

健やかな妊娠.出産を支援するとともに､経済的負担の軽減を図るため,公 

費による歯科検診を行うo 

一年間見込:60人 

⑦●産後ケア事業健康増進訳予算書p64 都モ�700 塔��

o事業費:788千円(委託料) 

o特定財源:衛生費国庫補助金393千円(補助率1/2) 

○事業内容等 

育児に対する心身の不安の軽減を図るため､退院直後の母子に対する心身 
のケア及び育児のサポート等を行うo平成30年度から日帰り型､訪問型の産 

後ケアを追加するo 

⑧●新生児聴覚検査事業健康増進課予算書p64 鉄���0 鉄���

o事業費:510千円(委託料) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

子どもを産み育てやすい環境づくりや経済的負担の軽減を図るため､公費に 
よる新生児聴覚検査及び確認検査を行うo 

･年間見込:160人(確認検査は10人) 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

4衛生費 �疫ﾉf��ｨ顥9倬hｼi�xﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���cB�62,689 田"ﾃS���188 

(1)保健衛生費 鑓馼ｼiN�c"ﾃc��x冷���Y{��

(D保健衛生総務費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

市民の健康増進､病気の重症化を防ぐため､各種予防接種を実施する○ 

o主な予防接種 
･インフルエンザ予防接種.日本脳炎予防接種 

･風しん麻しん混合予防接種.2種混合予防接種 

･BCG予防接種.ポリオ予防接種 

･子宮頚がん予防接種.4種混合予防接種 
･水痘予防接種.小児用肺炎球菌予防接種 
･高齢者肺炎球菌予防接種.B型肝炎予防接種 
･Hib予防接種 

⑳救急医療施設運営費補助事業健康増進課予算書p64 ��2ﾃ����12,730 ��ﾃ�モ�

○事業費:13,818千円(委託料7,106､補助金6,671､負担金41) 

o特定財液:衛生費県補助金177千円 

o事業内容等 

日曜祝日夜間の救急患者の医療を確保するために､本市医師会､川内市医 
師会等-の委託.運営費補助等を行うo 

o事業内訳(金額) 
･日曜祝日夜間在宅当番医制事業委託料7,106千円 

･病院群輪番制等補助金6,671千円 

･ドクター-リ患者搬送負担金41千円 

計13,818千円 

⑯◆子ども医療費助成事業福祉課予算書p64 都rﾃC���79,000 ��3�ﾃS#��

o事業費:77,480千円(扶助費) 

o特定財漁:衛生費県補助金10,742千円(県補助対象額:補助率1/2) 

ふるさと寄附金基金繰入金40,448千円 

o事業内容等 

子育て支援の充実を図るため､中学校修了までの児童.生徒を対象に医療 
費を助成するo 

o助成額等 

(区分)支給見込件数H30助成額H29助成額増減 
･補助分(0歳～6歳)4,454件19,873千円20,882千円▲1,009千円 

･単独分(0歳～6歳)4,882件19,144千円21,125千円▲1,981千円 

･単独分(7歳～15歳)10,264件38,463千円36,993千円1,470千円 

計19,600件77,480千円79,000千円▲1,520千円 

●県制度改正による医療費の窓口無料化 

県制度の改正に伴い平成30年10月の診療分から住民税非課税世帯の未就 
学児に限り､医療機関等での窓口負担を自動償還払方式から現物給付方 
式に変更する○ 

･影響額:2,053千円 

⑳不妊治療助成事業健康増進課予算書p65 ��ﾃ#���1,200 ���

o事業費:1,200千円(扶助費) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

不妊に悩む夫婦の精神的.経済的負担の軽減を図るために不妊治療費の 
助成を行う○ 

･年間見込:12件 

⑬未熟児養育医療給付費健康増進課予算書p65 釘ﾃ�コ�2,790 ��ﾃ3迭�

o事業費:4,185千円(扶助費) 

○特定財坂:保健衛生費負担金476千円 

衛生費国庫負担金1,854千円(負担率1′2) 

衛生費県負担金927千円(負担率1′4) 

○事業内容等 

養育のため病院等に入院が必要な未熟児に対し､必要な医療給付を行うo 
･年間見込:15件 



【歳出】　　●は新規事業等　◆は内容変更等した事業等　　　　　　　　　(単位‥千円)

款一項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

4衛生費 ��ﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ�ﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���cR�258,848 �#3bﾃS3��22,318 

(1)保健衛生費 鑓馼ｼiN�#Sづイ��x冷案ｨ�ｾ���

②国民健康保険特別 愉<�.萎�ﾋ鐙���iN��ﾌ儿�%8ｾ�#bﾃc39�x冷厩�%9zc��"��

会計財政対策費 ���iN�yX�%8ｾ���rﾃ#S)�x冷厩�%9zc2�C��ﾃB��

o事業内容等 

国民健康保険特別会計-の保険基盤安定負担金及び事務費等の繰出金o 

③健康増進事業費 ��*ｨ/�ﾉ��i9倬hｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���cR�47,252 鼎bﾃ#���962 

o事業費:47,252千円(賃金970､需用費1,139､委託料42,937､その他2,206) 

o特定財源:民生費国庫補助金582千円(補助率1′2) 

雅人14,642千円(飴康診査費用徴収金) 

o事業内容等 

各種がん検診等を実施し､疾病の早期発見.早期治療を図るoまた,節目牢 
齢の方を国の補助事業により､子宮がん検診及び乳がん検診の無料ターボ 
ン券と検診手帳を配布し､受診率の向上を図るo 

o補助対象(節目年齢の受診見込) 

子宮がん(50人)､乳がん(100人) 

⑤環境衛生費 ��&闔iDﾉ9��鞜I�I�倬hｼi�hｨ握(ｺｸ攣uﾈ螽���cb�44 �3���▲256 

o事業■費:44千円(報償費30,旅費8,使用料6) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

のら猫や飼い猫による生活環境-の影響を解消するため､飼育や管理方法 

など改善に向けた対策を検討する○ 

⑳ウミガメ保護監視事業生活環境蔑予算書p66 ��ﾃ�#��1,118 �"�

o事業費:1,120千円(旅費1､需用費10､委託料1,109) 

o特定財源:衛生費県補助金554千円(対象事業費の補助率1′2) 

o事業内容等 

世界的に絶滅の危機といわれるウミガメを保護するため､海岸監視等を行う○ 
･監視地域:白浜海岸､照島海岸､市来海岸 

③危険廃屋等解体撤去工事祐助金生活環境課予算書p67 ���ﾃ����10,000 ���

o事業費:10,000千円(補助金) 

o特定財源:衛生費国庫補助金1,500千円(補助率1′2) 

ふるさと寄附金基金繰入金5,363千円 

o事業内容等 

危険廃屋等から日常生活における市民の安全安心を確保するとともに,景 

観や住環境の向上地域経済活性化を図るために､危険廃屋等解体費用の 
一部を補助するo 

o補助内容等 

･補助対象工事30万円以上 

･補助率(宿)1′3以内危険廃屋解体補助上限額30万円 

空き家解体補助上限額20万円 
･対象者敷く見込)45件 

㊨合併処理浄化槽設置整備補助金上下水道課予算書p67 鼎�ﾃ3���100,368 ��3c�ﾃ�c��

o事業費:40,308千円(補助金) 

o特定財蔽:衛生費国庫補助金10,929千円(補助率1′3) 

衛生費県補助金7,541千円(補助率1/3X補正率) 

合併処理浄化槽設置整備事業債20,700千円(合併特例事業債) 

o事業内容等 

市単独費で補助金額を更に上乗せすることで､汲取りや単独処理浄化 
樽から合併処理浄化槽-の転換を促進する○ 

o補助内容等 

-補助内容:単独処理浄化槽からの転換の場合110千円を上乗せ 

汲取り便槽からの転換の場合70千円を上乗せ 

･補助基数(見込):Bo基 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

4衛生費 ��抦ｴｹlﾘｬ�X侭;豫yyﾙN��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���cr�6,996 澱ﾃSc��435 

(1)保健衛生費 鑓馼ｼiN�bﾃ涛i�x冷茨冽�N�"ﾃScJH勾�Y{��ﾃc�zH+ｸ,ﾉ�ﾃ"ﾃ��R��

⑥′ト規模簡易水道 愉<�.萎�ﾋ陶]ｸﾉ(���h諍w�{��ﾃSSI�x冷淫ﾈｴｹlﾘｬ�Y�Y;倬hｼh侭;俶yw�{��

事業費 鑓馼ｼi>�vY9��

市来地域3地区(池ノ原､中ノ平.松比良､久福)の′ト規模簡易水道の管理費o 

⑦永道事業費 ��侭;倬hｼh檍ﾇhｫx�ｾ��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���cr�52,695 鉄bﾃツB�▲4,169 

o事業費:52,695千円(繰出金) 

○特定財源:- 

o事業内容等 

統合前の簡易水道事業建設改良費に係る企業債償還金の交付税措置額等 

に対する永道事業会計-の補助金及び出資金o 

･水道事業会計補助金(償還利子等相当分)15,801千円 

･水道事業会計出資金(償還元金相当分)36,894千円 

⑨墓地費 ����9tﾉ^i&隰yyﾙN��hｨ握(ｺｸ攣uﾈ螽���c��6,937 澱ﾃc#2�314 

o事業費:6,937千円(需用費1,700､委託料4,550､その他687) 

○特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金5,000千円､使用料等210 

o事業内容等 

市有墓地の維持管理費o 

◆平成30年度より木原墓地,野元墓地は直営方式に変更o 

⑩後期高齢者医療 ��ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9|8ﾔﾈ司��ﾘyX�%8ｾ�ﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���c��451,486 鼎cRﾃ�S��▲13,565 

制度事業費 鑓馼ｼiN�CS�ﾃCナ�x冷厩�%8ｾ���

o特定財源:- 

o事業内容等 

鹿児島県後期高齢者医療広域連合-の療養給付費.事務費の負担金o 

◎後期高齢者医療特別会計繰出金健康増進課予算書p69 ��#bﾃイ��127,277 ��3C#��

o事業費:126,848千円(繰出金) 

o特定財源:衛生費県負担金93,476千円(負担率3′4) 

o事業内容等 

後期高齢者医療特別会計-の保険基盤安定負担金及び事務費の繰出金o 

4衛生費 ��4x6ﾈ8ｸ4ﾈ+X5ｨ985��ｸﾙ�ﾌ倡因��蒿TD�(�ｾ�]Hｭ(ｾ��hｨ握(ｺｸ攣uﾈ螽���c��24,031 �#Bﾃ�3��0 

(2)清掃費 鑓馼ｼiN�#Bﾃ�3��x冷云Hｭ(ｾ���

(D清掃総務費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等総額～H29返還額H30返還額残額 

･国庫支出金返還金185,565千円167,009千円18,556千円0千円 

･NEDO補助金返還金54,756千円49,281千円5,475千円0千円 

計240,321千円216,290千円24,031千円0千円 

※平成30年度返還終了 

(塾塵芥処理費 ���ﾈ､8ｭﾙU�(YZ�9�&闔i�鞜I�I�倬hｼi�hｨ握(ｺｸ攣uﾈ螽���s��2,571 ���2,571 

o事業費:2,571千円(委託料) 

o特定財源:衛生費県補助金2,056千円(補助率:8′10) 

o事業内容等 

海岸における良好な景観及び環境保全のために海岸漂着物等の回収.処 
理を行う○ 

③衛生組合費 ��*(+�*ｸｿ盈穎ﾈ�2�?ｩ'X�8���h�yﾙ�xﾘyX�%8ｾ��hｨ握(ｺｸ攣uﾈ螽���s��133,277 ��3Rﾃ#S��▲1,973 

o事業衰:133,277千円(負担金) 

o特定財源:- 

o事業内容等総額 
･組合負担金(均等割.実績割)107,019千円 

･火葬場負担金(ff)26,258千円 

計133,277千円 

※平成30年度火葬炉入替 



L麟EqJ●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

4衛生費 ����X��Zｨ�ｨｬyyﾙN��hｨ握(ｺｸ攣uﾈ螽���s��71,206 ���ﾃSSr�60,649 

(2)清掃費 鑓馼ｼiN�s�ﾃ#�i�x冷茨冽�N��ﾃ��*H勾�Y{�#�ﾃSC*H+ｸ,ﾉ�ﾃSc"��

④廃棄物処理施設費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

市来最終処分場の管理経費○ 

@●環境センター長寿命化基本計画策定事業生活環境課予算書p71 釘ﾃ����0 釘ﾃ����

o事業費:4,000千円(委託料) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

建設から約18年経過した環境センターの延命化を図るため､長寿命化基本 

計画の策定を行うo 

③●市来エネルギーセンター解体事業生活環境課予算書p71 迭ﾃS���0 迭ﾃS���

o事業費:5,500千円(委託料) 

o特定財蘇:- 

o事業内容等 

市来エネルギーセンターの解体に係る調査設計委託料○ 

5労働費 ���ﾈ-8.�+8,bﾘ8ﾘ�ｸ8��ｸ4韜hｼi�X蝌ⅸﾔ�ｹuﾈ螽���s��300 ���300 

(1)労働諸費 鑓馼ｼiN�3���x冷閲yN�#S�H�w�N����

(D労働諸費 愉<�.萎��Δﾒ�

o事業内容等 

-ローワークと共同で運営するふるさとハローワークを設置することで､きめ 

細やかな就労支援サービスを提供し､求職者の就職促進を図る○ 

･ふるさとハローワークの設置検討 

6農林永産業費 ��ｴ�ﾕﾈ����x馼ｼiE�h効醜檍駟k�ｼyuﾈ螽���s"�2,495 �2ﾃ�sr�▲582 

(1)農業費 鑓馼ｼiN�"ﾃC添�x冷�,�ｾ��ﾃ�3蟹{yN�3sJH+ｸ,ﾉ�ﾃ��2��

(D農業委員会費 愉<�.萎�ﾋ陶E���X蝌ｼiN�y^(�ｾ�"ﾃC添�x冷運(�zc｣���R��

o事業内容等 

農地の利用状況調査､遊休農地所有者-の意向確認､農地台帳の整備な 
どを行う○ 

②農業総務費 ��5�8�ｬyyﾙN���ﾘ攣uﾈ螽���s2�10,084 ���ﾃ33��▲255 

o事業費:10,084千円(需用費2,666､委託料7,082､その他336) 

o特定財鯨:農林水産業費県補助金1,000千円 

o事業内容等 

豪雨等による災害を事前に防止する防災ダム維持管理経費o 

③農業振興費 ��E�&�(hｭHｬyyﾘ馼ｼh勾�Xﾆ����ﾘ攣uﾈ螽���sB�3,924 迭ﾃ3�B�▲1,390 

o事業費:3,924千円(賃金2,716､借上料537､その他671) 

o特定財蔽:雄入3,644千円(農地中間管理事業委託金) 

○事業内容等 

鹿児島県農地中間管理機構から市に業務委託される貸出希望農地の情級 
把握､現地調査及び農地利用配分計画案の策定等に要する経費○ 

ー31-



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

6農林水産業費 �����兒�7X8�986�ｹ�I�倬hｼiE��ﾘ攣uﾈ螽���sB�4,500 鉄���4,000 

(1)農業費 鑓馼ｼiN�BﾃS���x冷雲��N�3��I{yN�3��H勾�Y{�2ﾃピ�H諍w�{�#���

③農業振興費 愉<�.萎�ﾋ陶�ﾙk�N�y^(�ｾ�"ﾃ����x冷�

(補助率1′2鹿児島県地域振興推進事業) 

ふるさと寄附金基金繰入金1,800千円 

o事業内容等 

本市農産物のブランド化を推進し､農産物のPR及び消費拡大を図るo 

o予定事業等 

･コーディネーター招聴事業 

一1次加工品(サワーポメロのむき身等)を使った新商品開発事業 

･鹿児島大学と連携した農産物機能性研究事業 

③●つばき植栽推進事業補助金農政課予算書p75 �3���0 �3���

o事業費:300千円(補助金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

耕作放棄地につばきの植栽を推進し､つばき油の6次産業化及び耕作放棄 
地の解消による地域振興を図るため､つばき苗木の購入費を補助するo 

o補助内容等 

･補助率1′2(苗木1本当たり上限600円) 

◎中山同地域等直接支払交付金農政課予算書p75 ��rﾃ�#��16,998 涛#2�

o事業費:17,921千円(補助金) 

o特定財源:農林水産業費県補助金13,218千円(補助率3′4) 

o事業内容等 

耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が懸念されている中山間地域 
において､農業生産の維持､多面的機能の確保に資する共同活動等-の 
支援を行う○ 

o補助内容等 

･協定団地数:8(串木野地域5､市来地域3) 

･協定参加者:511人 

･対象面積:145.1ha(田127.5ha､畑17.6ha) 

･交付単価(10a当たり):急傾斜地21,000円(田)､11,500円(価) 

緩急傾斜地8,000円(田)､3,500円(畑) 

※取組活動レベルにより､3段階に区分される○ 

⑤農業次世代人材投資事業補助金農政課予算書p76 ��2ﾃS���18,750 ��3Rﾃ#S��

o事業費:13,500千円(補助金) 

o特定財源:農林水産業費県補助金13,500千円(補助率10/10) 

o事業内容等 

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し､就農直後(5年以内)の 
経営確立に資するため､最長5年間の補助金を交付する○ 

o交付予定者数 

継続7人(各1,500千円)､新規2人(各1,500千円) 

o関連事業 

･新規就農者支援金(市単独):1,500千円(500千円×3人) 

⑥地方卸売市場事業特別会計繰出金農政課予算書p76 �#S2�255 ��3"�

o事業費:253千円(繰出金) 

o特定財渡:- 

o事業内容等 

地方卸売市場事業特別会計の維持管理経費を補う繰出金o 

･平成29年度に引き続き､地方卸売市場使用料を減免○ 



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

6農林水産業費 茶��ﾉE�ij���I�倬hｼiE��ﾘ攣uﾈ螽���sb�500 ���500 

(1)農業費 ��ｸ馼ｼiN�S���x冷���Y{��

④農村振興対策 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

事業費 ��ｸ馼ｼi>�vY9��

市内の農林水産業､商工業と連携した食と農を活かした地域ぐるみの農家 
民泊を推進するため､セミナーを開催するo 

②グリーンツーリズム協議会運営補助金農政課予算書p76 �#���200 ���

o事業費:200千円(補助金) 

○特定財源:雄入200千円 

○事業内容等 

市内の農林水産業､商工業と連携した地域ぐるみのグリーンツーリズムを推 
進するため､地域の連携や体験型メニューの開発､情報発信などを行う協議 

会に対し､補助するo 

6)水田営農対策費 ��5�4�7�8ｨ98584ｸ48ｾﾈ�馼ｼi^(�ｾ�E��ﾘ攣uﾈ螽���sb�1,000 ��ﾃ��R�▲5 

o事業費:1,000千円(補助金) 

○特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金500千円 

o事業内容等 

稲苗のスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の被害を防ぐため､さつま日置農業 

協同組合管内の広域的な駆除対策として薬剤購入に対し､1′2を補助するo 

･交付期間:平成29-31年度 

⑥畜産業費 ��Nﾈ孜�hｸﾙ;�?ﾉ]ｹz�亶ﾙ�鞜I^(�ｾ�E��ﾘ攣uﾈ螽���sr�2,000 �"ﾃ����0 

o事業費:2,000千円(補助金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

飼料費.子牛価格の高騰などにより肥育農家の経営環境が厳しい中､肥育 

農家の経営安定を図るため､市内産の肥育素牛導入費用等に対し､補助す 
るo 

o補助内容等 

･祐助対象:市内産の肥育素牛を鹿児島中央家畜市場で導入したもの 

自家保留とした肥育素牛 

･補助率:肥育コスト差額の1′2以内(一頭当たり上限20,000円) 

(1農家1年間当たり30頭を上限) 

･補助見込:100頭(大規模農家60頭､一般40頭) 

･補助期間:平成26-30年度 

(塾資源リサイクル畜産環境整備事業負担金農政課予算書p77 ��ﾃ����1,181 ���

o事業費:1,181千円(負担金) 

○特定財源:雄入1,181千円 

o事業内容等 

畜産経営に起因する環境汚染の防止と合理化に資するため､事業者が公益 
財団汝人鹿児島県地域振興公社に預託して行う家畜排せつ物処理施設等 
の整備に対する負担金○ 

･事業者:㈱赤岩畜産 

･総事業費:58,006千円(国50%､県25%､事業者25%) 

･事業期間:平成30-31年度 

⑦農業施設維持費 ��E�h郢�ﾘ査鰮N�ﾔ磯iN�9貯E��ﾘ攣uﾈ螽���sr�23,238 ��Bﾃ�s��9,168 

o事業費:23,238千円(修繕料4,500､委託料300､工事15,000､その他3,438) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

(予定箇所名)(工事内容) 

･生福地区等農道畑田1号線改良事業等 

-33-



【歳出】　　●は新規事業等　◆は内容変更等した事業等　　　　　　　　　(単位:千円)

款.項.冒 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

6農林水産業費 宙��ﾉE�;仆HｻI|�5��hｼiE��ﾘ攣uﾈ螽���sr�2,100 ���2,100 

(1)農業費 鑓馼ｼiN�"ﾃ����x冷���Y{��

⑦農業施設維持費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

･予定箇所名:高畠跨道橋､荒平跨道橋 

⑧小規模土地改良 ��抦ｴｹlﾙ7�&陝ﾉ|x馼ｼi^(�ｾ�E��ﾘ攣uﾈ螽���s��3,385 �2ﾃ3コ�0 

事業費 ��ｸ馼ｼiN�2ﾃ3ズ�x冷運(�ｾ���

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金3,000千円 

o事業内容等 

2人以上(客土対策は1人)の団体が行う′ト規模な農業施設維持工事に対し, 

補助を行う○ 

o補助計画 

(事業名)(補助金額)(件数)(補助率) 

･農道新設改良工事480千円2件60% 

･頭首.溜弛改良工事165千円3件55% 

･用排水路改良工事1,430千円4件55% 

･客土対策工事260千円1件1′3 

･農地瞳畔改良工事1,050千円2件50% 

計3,385千円 

⑨土地改良事業費 宙-��ﾉE�b颱��ｨｨ��ｸ峪�I�倡ｹ�ﾙ9��餔X馼ｼiE��ﾘ攣uﾈ螽���s��20,000 ���20,000 

o事業費:20,000千円(委託料5,000､工事費14,700､その他300) 

o特定財療:農林水産業費県檎助金8,000千円(補助率4′lO) 

土地改良事業債10,800千円 

o事業内容等 
-予定箇所:中ノ平地区.工事内容:頭首工改修工事 

･全体事業費:40,000千円.事業期間:平成30-31年度 

(参多面的機能支払交付金農政課予算書p79 �3�ﾃcs"�31,195 鼎sr�

o事業費:31,672千円(交件金) 

o特定財蔽:農林水産業費県槍助金23,754千円(補助率3′4) 

o事業内容等 

①農地維持.資源向上(共同活動)支払交付金:17,163千円 

地域の共同活動により､農地.農業用施設等を保全管理する活動と農村環 

境の向上に資する活動を行う組織を支援するo 
･対象組織:2組織(広域組織1､単独組織1) 

②資源向上(長寿命化)支払交付金:14,509千円 

老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修.更新等の活動 
を行う組織を支援するQ 

･対象組織:1組織 

③農業農村整備事業負担金(川南地区は場整備)農政課予算書p79 湯ﾃsS��28,000 ��3�づ#S��

o事業費:9,750千円(負担金) 

o特定財療:土地改良事業債8,700千円 

○事業内容等 

効率的な農業生産､担い手農家-の農地集積の促進､農作業の省力化､ 
所得の向上などを図るために実施するほ場整備の県営事業負担金○ 

0本年度事業 
･補完工及び確定測量など 

o県営事業の概要 
･全体面積:53.4ha(換地面積46.9ha:田45.7ha､畑1_2ha) 

･全体事業費:736,000千円 

･事業期間:平成25-32年度 

･負担割合:国55%､県28.75%､地元16.25%(受益者負担含む) 

○関連事業 
･川南地区は場整備事業(市単独)685千円(工事費) 



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

6農林水産業費 ���ﾉ�厭��I*�5h5�6X8��餔X馼ｼiE��ﾘ攣uﾈ螽������1,404 ���1,404 

(2)林業費 鑓馼ｼiN��ﾃC�I�x冷���Y{��

②林業振興費 愉<�.萎�ﾋ陶E���X蝌ｼiN�y^(�ｾ�s�)�x冷運(�zc��"��
o事業内容等 

改正森林法に基づき､森林の有する多面的機能の維持増進を図るため､統 
-的な基準による森林の土地所有者の情報等の林地台帳を整備するo 

②有害鳥獣描獲事業補助金農政課予算書p80 澱ﾃS���3,334 �2ﾃ�cb�

o事業費:6,500千円(補助金) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金3,700千円 

o事業内容等 

有害鳥獣による農林作物等-の被害を防ぐために､駆除を行う有害鳥獣捕 
牽隊(猟友会)を支援する○ 

･捕獲対象:イノシシ.シカ.カラス.アナグマ.サルなど 

③鳥獣被害対策実践事業補助金農政課予算書p80 ���ﾃsc��10,760 ���

o事業費:10,760千円(補助金) 

o特定財源:農林水産業費県補助金10,480千円(補助率10/10､1′2) 

o事業内容等 

｢鳥獣による農林永産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法 

律｣に基づき設置された｢鳥獣被害対策実施隊｣の活動に対し補助する○ 

(参市有林管理費 ��_ｨ*ﾘ*)(馭飲ﾈ馼ｼiE��ﾘ攣uﾈ螽������6,487 釘ﾃsCR�1,742 

o事業費:6,487千円(委託料) 

o特定財源:農林水産業費県補助金1,209千円(定額) 

農林永産業費県補助金2,053千円 

(禰助率1′2鹿児島県地域振興推進事業) 
ふるさと寄附金基金繰入金3,000千円 

o事業内容等 

市有林(保安林)等の松を松くい虫被害から守るため薬剤散布や被害木の燥 
蒸等を行うo 

o実施内容 
･薬剤散布:37ha(市単独分21ha､県補助分16ha) 

･樹幹注入:250本 

④林道費 ���ﾉ}�;倡ｹ�ﾙ+x�kﾘ嶌ﾇh柯ﾟI.磯hｼiE��ﾘ攣uﾈ螽������4,000 ���4,000 
○事業.費:4,000千円(委託料) 

o特定財源:農林水産業費県檎助金2,000千円(補助率1′2) 

o事業内容等 

林道通行の安全を確保し､計画的な維持管理方針や長寿命化対策を実施 
するために林道施設長寿命化計画を策定するo 

･林道橋橋梁点検(第1.2中ノ平橋､舟川橋) 

②市単独林道舗装事業農政課予算書p81 迭ﾃ����2,000 �2ﾃ����

o事業費:5,000千円(工事費) 

o特定財源:林道整備事業債5,000千円 

林業従事者の就業環境の改善を図るために林道舗装を行うo 

o施工予定箇所等 

(林道名)(地区名)(事業内容)(延長) 
･小港ノ谷線川上地区コンクリート舗装300m 

③県営林道開設事業(舟川野下線)農政課予算書p81 ��s"�2,891 ��3"ﾃs���

○事業費:172千円(用地費) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

林業従事者の就業改善､山村の生活環境の改善などを図るために県営事 
業により林道開設を行うo 

○県営事業の概要 
･全体事業費:950,000千円 

･延長:本線4,250m､支線1,950m 

･事業期間:平成21-31年度 

･負担関係:市負担(用地.補償費)県負担(本体工事) 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

読.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

6農林水産業費 ��ﾊyN�%�<i^(����(馼ｼiE��ﾘ攣uﾈ螽����"�16,000 ��bﾃ����0 

(2)林業費 ��ｸ馼ｼiN��bﾃ����x冷���Y{���Hﾔ磯iN��Rﾃ#����

⑤治山費 ��ｹ<�.萎�6罠E���X蝌ｼiN�ｩ%8ｾ�����x冷瓜ｩ%9zcRR��

農林水産業費県補助金8,000千円(補助率5/10) 

治山事業債7,200千円 

o事業内容等 

自然災害により崩壊した林地で､国庫補助の対象とならない小規模崩壊地 
の危険箇所を保全し､住民の安全性の向上を図るo 

･施工予定箇所:2箇所(紙屋後地区及び探田上地区) 

6農林水産業費 ���H�ｨｬ(ｺｹ�I�倬hｼi�X蝌ⅸﾔ�ｹuﾈ螽����2�2,160 �"ﾃ#���▲40 

(3)水産業費 鑓馼ｼiN�"ﾃ�c��x冷���Y{��

②水産業振興費 愉<�.萎�¥�ｨ-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ��ﾃs���x冷�

o事業内容等 

市内4漁業協同組合の共同漁業権内に藻場増殖プレート(400枚)を設置し､ 

管理及び追跡調査を行い､藻場の機能維持.回復を図る○ 

②●漁場環境保全創造事業水産商工課予算書p84 �#Bﾃ����0 �#Bﾃ����

o事業費:24,000千円(委託料9,000､工事費15,000) 

○特定財源:農林水産業費県補助金20,000千円(補助率5′6) 

○事業内容等 

魚介類の餌場や産卵場所､幼稚魚の保育場としての機能に加え､環境浄化 

機能を有する藻場の造成により漁場環境の維持.保全を図る施設(人工魚 
礁)を整備する○ 

③魚類種苗放流事業補助金水産商工課予算書p84 ��ﾃS���1,500 ���

o事業費:1,500千円(補助金) 

○特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金1,400千円 

o事業内容等 

魚類資源の薩保.増大､つくり育てる漁業を推進するために､魚類種苗放流 

(マダィ.ヒラメ等)を行う市内4漁業協同組合に対する補助金○ 

○関連事業 
･魚類種苗放流事業:500千円 

◎◆新規沿岸漁業就業者支援金水産商工課予算書p84 鉄���500 ���

o事業費:500千円(補助金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

市内の漁業協同組合の正組合員となり1年を経過していない者で､今後も継 

続して漁業に就業する意思があると認められる者に支援する○ 

◆平成30年度より年齢要件を65歳までに引き上げるo 

⑤◆沿岸漁業活性化推進事業補助金水産商工課予算書p84 �"ﾃsS��2,450 �3���
o事業費:2,750千円(補助金) 

o特定財蘇:ふるさと寄附金基金繰入金2,000千円 

o事業内容等 

魚価や生産性の向上､経営の近代化､魚族資源の維持増大及び魚食普及 
を図るために､漁業協同組合が実施する施設整備等に対して補助するo 

○補助内容等 

(事業名)(事業内容等)(補助率)(補助金額) 
･西薩おさかな海道活動補助50千円 

ネットワーク推進事業 

･魚食普及事業市来町漁協1′2200千円 

串木野市漁協1′2200千円 
･漁獲共済支援事業沿岸漁業者20%500千円 

(漁獲共済の加入促進を図るために､一部掛金を助成010万円限度) 
･省エネ対策事業沿岸漁業者1/31,500千円 

(漁船ドック時の船底清掃等の費用の-部を助成01万円限度) 

●無線機器更新事業沿岸漁業者1/3300千円 

(平成34年11月末までに行う旧スプリアス規格の無線機器更新費用の一部 
を助成010万円限度) 



L麟UjJ●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

6農林水産業費 �Xｹ仂hﾎ8ﾇ��(ｺhｶ8檠^(�ｾ�迄蝌ⅸﾔ�ｹuﾈ螽���ィ�1,000 ��ﾃ����0 

(3)水産業費 鑓馼ｼiN��ﾃ����x冷運(�ｾ���

②水産業振興費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�
o事業内容等 

水産高校等への学校訪問やパンフレット配布による求人活動､優良まぐろ漁 

船員永年勤続者表彰等を実施している協議会-の運営補助金ロ 

⑦●新規まぐろ漁業就業者支援金水産商工課予算書p84 ��ﾃ����0 ��ﾃ����
o事業費:1,000千円(補助金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

本市に籍を置くまぐろ漁船に水産高校等を新規卒業した者等が,乗船し,航 
海終了後､次の乗船が確定した者で､おおむね40歳以下である者に支援す 
る○ 

･支援金:50万円(1人につき1回限り) 

⑧まぐろフェスティバル運営補助金水産商工課予算書p84 迭ﾃ����5,000 ���
o事業費:5,000千円(補助金) 

o特定財源:合併まちづくり基金繰入金3,000千円 

o事業内容等 

本年4月29日(目)～30日(月)に開催予定のまぐろフェスティバル運営補助金○ 

⑨●種子島周辺漁業対.簾事業禰助金水産商工課予算書p84 田�ﾃ��"�0 田�ﾃ��"�
o事業費:60,182千円(補助金) 

o特定財源:農林水産業費県補助金51,585千円 

(補助率75%JAXA70%､県5%) 

ふるさと寄附金基金繰入金8,000千円 

o事業内容等 

市来町漁業協同組合が魚食普及､付加価値向上及び漁業者の所得向上を 
図るために行う老朽化した戸崎漁港の永揚げ荷捌き施設及び活魚施設の改 
修に対する補助金o 

o補助内容等 
･総事業費:74,283千円(対象事業費68,780千円) 

･負担割合:県75%､市12.5%､市来町漁業協同組合12.5% 

⑩永産多面的機能発揮対策事業負担金水産商工課予算書p84 ��ﾉ4唐�1,008 ���
o事業費:1,008千円(負担金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

藻場干潟の機能の維持.回復､永産資源の生育環境の改善を図るために､ 

県協議会が主体となり､漁業者や地域住民等が実施する保全活動の負担 
金○ 

o県協議会事業 
･総事業費:6,720千円.事業内容:アマモの移植及び播種など 

･負担割合:国7′lO､県1.5′10.市1.5′10 

⑯まぐろ漁船母港基地化奨励補助金永産商工課予算書p84 ��"ﾃ����12,000 ���
o事業費:12,000千円(補助金) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金11,000千円 

o事業内容等 

まぐろ漁船母港基地化を推進するため､遠洋まぐろ漁船及び物資運搬船に 
対する奨励補助金○ 

⑳蔭州串木野まぐろプpシ■エタト支援事業補助金水産商工課予算書p84 鉄���500 ���
o事業費:500千円(補助金) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金450千円 

o事業内容等 
串木野漁港母港基地化の推進や本市に籍を置くまぐろ漁船が捕獲したまぐ 
ろの付加価値の向上､まぐろ漁業の振興-発展のために活動する協議会- 
の補助金o 

③漁港建設費 ���ﾈ7H4(6(5h888ｨ�ｸ6弌ﾈ�8馼ｼi�X蝌ⅸﾔ夷ｹuﾈ螽���コ�16,000 ���16,000 

o事業費:16,000千円(委託料1,500､工事費14,500) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

建設後､20年経過し老朽化しているフィッシャリーナの改修を行い､利便性 

及び安全性の向上を図るD 
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【歳出】●は新規事業等●は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂﾘ皦,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

6農林水産業費 ��ｿ盈穎ﾈｹ俟�ﾔﾈ刺ｹ俟��餔X馼ｼiX�%8ｾ��X蝌ⅸﾔ�ｹuﾈ螽���コ�6,080 �32ﾃc���▲27,520 

(3)水産業費 鑓馼ｼiN�bﾃ����x冷厩�%8ｾ���

③漁港建設費 愉<�.萎�ﾋ鐙ｹ俟��餔X馼ｼhﾜ#RﾃC���x冷�
o事業内容等 

総事業費負担率内容 
･串木野漁港50,000千円12.16%島平防波堤新設 

③羽島漁港地域水産基盤整備事業負担金永産商工課予算書p85 ��2ﾃCC��25,200 ��3��ﾃsc��
o事業費:13,440千円(負担金) 

o特定財源:漁港整備事業債12,000千円 

o事業内容等 

総事業費負担率内容 
･羽島漁港80,000千円16.80%道路新設(光瀬港～浜中港) 

④戸崎漁港地域永産基盤整備事業負担金水産商工課予算書p85 �#Bﾃ����36,960 ��3�"ﾃ�c��

o事業費:24,800千円(負担金) 

o特定財蔽:漁港整備事業債22,300千円 

o事業内容等 

総事業費負担率内容 
･戸崎漁港100,000千円16.80%用地護岸､道路護岸等 

40,000千円20.帥%西防波堤改良 

⑤永産基盤機能保全事業負担金水産商工課予算書p85 唐ﾃ����ll,400 ��32ﾃC���

o事業費:8,000千円(負担金) 

o特定財政:漁港整備事業債7,200千円 

o事業内容等 

総事業費負担率内容 
･串木野漁港40,000千円20.00%物揚場､浮桟橋改修 

(参漁業集落排永 ��ﾌｸﾞ�&霎hｹ仂h�x飄(迄馼ｼi<�¥ｨ檍ﾇhｫx�ｾ��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���コ�ll,133 ��2ﾃ3湯�▲2,266 

事業費 鑓馼ｼiN�ﾆﾂﾃ�39�x冷悪x�ｾ���

o特定財漁:- 

o事業内容等 

戸崎地区漁業集落排永事業特別会計が､その使用料等を充てても不足す 
る経費(公債費等)を構うための一般会計からの繰出金o 

7商工費 ��5(7�8h6ｨ6X4(ﾏ�,ｨ戊ﾗ8ｼik�勾�Y�X蝌ⅸﾔ�ｹuﾈ螽���ッ�9,902 ���ﾃ����▲188 

1)商工費 鑓馼ｼiN�津��)�x冷���Y{��

②商工振興費 愉<�.萎��Κ-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ�津S���x冷�

o事業内容等 

交通弱者の交通手段の確保を図るための｢いきいきバス｣と｢いきいきタク 
シー｣の運行経費o 

o運行方汝等 

(運行形態)(路線名)(事業費) 
･.いきいきバス羽島荒川線､芹ケ野線､冠岳線､木原墓地線8,692千円 

･いきいきタクシー川上線､大里線1,210千円 

⑳●地域公共交通網形成計画策定事業水産商工課予算書p87 ���ﾃ����0 ���ﾃ����

o事業費:10,800千円(委託料) 

o特定財源:商工費国庫補助金5,400千円(補助率1′2以内) 

o事業内容等 

人口減少.少子高齢化など地域公共交通を取り巻く状況が厳しさを増す中､ 
持続可能な地域公共交通ネットワークの構築を図るため､地域公共交通網 
形成計画を策定する○ 

⑳●串木野駅前駐車場精算機更新事業水産商工課予算書p87 途ﾃ����0 途ﾃ����

o事業費:7,000千円(工事費) 

o特定財蔽:- 

o事業内容等 

設置後14年経過し老朽化した串木野駅前駐車場精算機の更新o 



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

読.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

7商工費 �8ⅹ5挨��Xｻｹ�鞜I^(�ｾ��X蝌ⅸﾔ�ｹuﾈ螽���ビ�4,500 釘ﾃS���0 

(1)商工費 鑓馼ｼiN�BﾃS���x冷運(�ｾ���

(参商工振興費 愉<�.萎�ﾋ鐙-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ�Bﾃ3���x冷�

o事業内容等 

商店街イベント､統一装飾､先進地視察､まちなかサロンの運営､個店の指 
導事業等商店街の振興を図るために補助するo 

⑤いちき串木野づくし産業まつり事業補助金水産商工課予算書p87 途ﾃ����7,000 ���

○事業費:7,000千円(補助金) 

o特定財源:総務費県補助金6,400千円(電源立地地域対策交付金) 

o事業内容等 

本市の商工業､農林業､永産業の各業界が一体となり､地場産品の開発､ 
宣伝及び販路拡大並びに観光誘致の推進を目的として開催するイベント｢い 
ちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～｣の経費を婿助する. 

⑥空き店舗等活用促進事業補助金水産商工課予算書p87 �"ﾃ#C2�2,276 ��332�

○事業費:2,243千円(補助金) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金1,400千円 

○事業内容等 

市内商工業の育成及び振興に寄与するため､市内空き店舗等を活用し､新 
規開業を行う事業者に対し補助するo 

○補助内容等 

･空き店舗等の家賃等補助(駐車場代含む):補助見込10件 

(最初の6か月間:上限30千円.7-24か月間:上限額15千円) 
･店舗改装経費:上限300千円 

⑦商工業者店舗リフォーム補助金水産商工課予算書p87 田���600 ���

o事業費:600千円(補助金) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金400千円 

o事業内容等 

市内商工業の育成及び振興に寄与するため､既存事業者が行う店舗の改 
装に対し､補助するo 

o補助内容等補助見込 
･店舗の改装補助:上限300千円2件 

@食のまち推進費 ��-8.�+8,iEｹ�Y�I�倬hｼi��,ﾈ-ﾈ+��I��ｹuﾈ螽���モ�395,110 �#�"ﾃ����183,110 

○事業費:395,110千円(報償費288,000､役務費36,468､その他70,642) 

○特定財源:ふるさと納税寄附金395,110千円(全額) 

○事業内容等 

ふるさと納税制度を活用し､ふるさと納税専門サイトや市単独特設サイトなど 

により本市特産品のPRや産業振興を図るo 

･ふるさと納税寄附金見込額:600,000千円(前年度比:220,000千円増) 

o関連事業 
･ふるさと寄附金基金積立金(積立利息除く):204,890千円 

※平成30年度より総務費から商工費-移行 

②●食のまちいちき串木野プロジェクト推進事業 ��ﾃ�3B�0 ��ﾃ�3B�

食のまち推進課予算書p88 
o事業費:1,134千円(委託料) 

○特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金1,100千円 

○事業内容等 

｢食のまちいちき串木野｣のPR及び地場産業の振興を図るため､特産品を活 

用した様々なコラボ商品の開発を行うo 

○本年度事業 

市来農芸高等学校の｢金の桜黒豚｣を活用したコラボ商品の開発 

○関連事業 
･6次産業化推進補助金:1,000千円 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

衣.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

7商工費 ��ｬ�X*�+(+X-ﾉ�X4ﾈ88987��ｸ99�I�倬hｼhｬ�Xﾏ�zﾈ攣uﾈ螽���ヲ�1,929 �"ﾃ��2�▲254 

(1)商工費 鑓馼ｼiN��ﾃ�#��x冷閲yN�C�IX�%8ｾ��ﾃ��H+ｸ,ﾉ�ﾃ�湯��

④観光費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

県､県観光連盟､関係市等で構成される｢観光かごしま大キャンペーン推進 
協議会｣が明治維新150周年の重点戦略事業として展開する事業に参加 
し､薩摩藩英国留学生記念館など本市のPRを当該協議会と一体となって行 

うo 

②●｢開運!なんでも鑑定団｣誘致事業観光交流課予算書p89 田���0 田���

○事業費:600千円(委託料) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

民間放送｢開運!なんでも鑑定団｣の出張鑑定大会運営に係る経費○ 
･開催目時:平成30年8月 

③観光特産品協会補助金観光交流課予算書p90 釘ﾃ����4,100 ���

○事業費:4,100千円(補助金) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金3,700千円 

o事業内容等 

観光特産品協会-の事業.運営補助金o 

o補助内容等 

･運営補助:1,200千円.さのさ祭り:2,600千円 

･徐福花冠祭:300千円 

◎串木野浜競馬補助金観光交流課予算書p90 ��ﾃs���1,700 ���

o事業費:1,700千円(祷助金) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金1,500千円 

o事業内容等 

伝統的行事の継承並びに観光振興を図り､交流人口の拡大を図るために開 
催される浜競馬の運営費の一部を補助するo 

⑤かんむりだけ山市物産展補助金観光交流課予算書p90 �"ﾃS���2,500 ���

○事業費:2,500千円(補助金) 

○特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金2,300千円 

o事業内容等 

霊峰冠岳の観光振興と生福.冠岳地区の活性化を図ることを目的に毎年開 

催される物産展に係る経費を補助するo 

⑥ふれあいフェスタ補助金観光交流課予算書p90 �2ﾃ����3,000 ���

o事業費:3,000千円(補助金) 

o特定財源:合併まちづくり基金繰入金2,500千円 

o事業内容等 

市来地域の産業祭.健康祭である｢ふれあいフェスタ｣に係る経費を補助する○ 

⑦合宿誘致促進補助金観光交流課予算書p90 田���700 ��3����

o事業費:600千円(補助金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

交流人口の拡大､経済振興を目的に総合体育館や庭球場などを活用した 
合宿誘致を進めるため､本市で合宿を行う団体に対して補助するo 

o補助内容等 
･補助内容:1団体当たり上限10万円.補助見込:6団体 

⑧青年会詰所事業禰助金観光交流課予算書p90 �3S��350 ���

o事業費:350千円(補助金) 

o特定財液:- 

○事業内容等 

(公社)串木野青年会議所が郷土の自然.文化.伝統.観光スポット特産品 
等の魅力を再認識してもらい､人材育成.観光PRを図ることを目的として行う 
事業の経費の一部を補助するo 



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

7商工費 ���ﾈﾙ�j�溢�9乖駅��9�倬hｼi^(�ｾ�ｬ�Xﾏ�zﾈ攣uﾈ螽������80,000 ���80,000 

(1)商工費 鑓馼ｼiN���ﾃ����x冷運(�ｾ���

④観光費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�
o事業内容等 

平成30年度に無償譲渡予定の国民宿舎吹上浜荘及び市来ふれあい温泉セ 
ンタ-の改修又は建替に要する経費に対する補助金o 

⑤薩摩藩英国留学生 ��臺h�Lｸ��ﾙ�z�y�hｴﾉD�豫yyﾙN��Xﾏ�zﾈ攣uﾈ螽������25,232 �3"ﾃc�"�▲7,450 

記念館管理費 ��ｸ馼ｼiN�#Rﾃ#3)�x冷�,�ｾ�rﾃ�C�H勾�Y{�ﾃ3#�H+ｸ,ﾉ�ﾃ��ﾃピ"��

o特定財源:使用料(観覧料等)ll,551千円､財産貸付収入120千円､ 

寄附金1千円､ふるさと寄附金基金繰入金12,200千円､ 

雑入(電気代等)732千円 

o事業内容等 

薩摩藩英国留学生記念館管理費及び特別企画展示制作委託料等の経費o 

②●明治維新150周年記念事業観光交流課予算書p90 ���ﾃ��2�0 ���ﾃ��2�
o事業費:10,103千円(報償費81､役務費3,332､委託料6,050､その他640) 

o特定財源:総務費県婿助金4,500千円 

(補助率1′2鹿児島県地域振興推進事業) 

ふるさと寄附金基金繰入金4,000千円 

o事業内容等 

明治維新150周年を記念して3つの記念イベント等を開催するo 

o予定事業等 
･誘客促進キャンペーン事業(航空機体-のラッピング広告等) 

･歴史パスポート制作事業(スタンプラリー等) 

･薩摩藩スチューデント体感魅力アップ事業 

⑥総合観光案内所 ��ｸｸﾘxｬ�X栗>��ｬyyﾙN��Xﾏ�zﾈ攣uﾈ螽������25,355 �#RﾃCC��▲94 

管理費 鑓馼ｼiN�#Rﾃ3SY�x冷茨冽�N�C*Io�k�N�3CJH勾�Y{�#Bﾃ#cJIX�%8ｾ�R��

o特定財源:施設使用料13千円､財産貸付収入16千円､ 

ふるさと寄附金基金繰入金25,230千円 

o事業内容等 

総合観光案内所管理費等及び総合観光案内事業推進委託料などの経費○ 
o事業概要 

①総合観光案内所管理費:1,655千円 

②総合観光案内所運営委託料:19,200千円 

③総合観光案内事業推進委託料:4,500千円 
･いちき串木野体感鮭力アップ食観楽事業:1,800千円 

-情報発信事業:1,100千円.研修施設利用事業:1,300千円 

･交流イベント事業:300千円 

o関連事業 

①鹿児島いちき串木野観光物産センター運営補助金:291千円 

②鹿児島いちき串木野観光物産センター事業補助金:750千円 
･観光ガイド会運営事業:250千円.旅行業事業:500千円 

8土木費 ��;刋�ｸ鰮N�査鰮^(�9N�7冦�ｹuﾈ螽����2�30,252 �3�ﾃ#S"�▲1,000 

(2)道路橋梁費 鑓馼ｼb餒�3�ﾃ#S)�x冷咽9�Y{��"ﾃ���H勾�Y{�ﾃ#S*HﾋHﾝ驅�ﾃ�����

(》道路維持費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�
o事業内容等 

市道の維持補修費o 

②道路改良特別事業土木課予算書p93 ����ﾃ����150,000 ��3S�ﾃ����

o事業費:100,000千円(委託料3,000､工事費97,000) 

o特定財源:道路整備事業債95,000千円(合併特例事業債) 

o事業内容等 

合併特例倍等を活用し､市街地の道路環境の整備(側溝布設.舗装)を重点 
的に行うo(11箇所) 

(予定路線名)(地区名)(延長)(予定路線名)(地区名)(延長) 
i愛木町7号線愛木町60m7昭和卦塩屋町線外昭和通180m 

2北浜町1号線北浜町80m8大原.緑町線緑町90m 

3栄町2号線栄町40m9御倉町6号線御倉町90m 

4桜町.大原町線高見町110m10新生町6号線新生町110m 

5日出町5号線外目出町100m11西島平町3号線西島平町60m 

6大原.住吉町線大原町50m 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

8土木費 �(ｻI|�+x�kﾘ嶌馼ｼi7冦�ｹuﾈ螽����2�143,000 ��3bﾃ����7,000 

(2)道路橋梁費 鑓馼ｼiN��C2ﾃ����x冷���Y{��ﾃ���Hﾔ磯iN�2ﾃ�����

①道路維持費 愉<�.萎�¥�ｩ7冦丑��ﾌ竸(�ｾ���ﾃs妬�x冷運(�zcSr�"������

(社会資本整備総合交付金) 

道路整備事業債55,000千円 

○事業内容等 

(予定橋梁名)(地区名)(事業内容) 
1宇都良橋羽島修繕工事 
2太郎坊橋荒川修繕工事 
3塩田13号橋春日町修繕工事 
4塩田10号橋旭町修繕工事 
5金山橋上名実施設計.修繕工事 
6五反田橋上名修繕工事 
7堤橋生福修繕工事 
8生福橋生福修繕工事 
9外戸橋湊町実施設計.修繕工事 
10内門橋川上修繕工事 
11流川2.3号橋浦和町実施設計 

12海潟橋京島平町実施設計 
13つぼの内橋羽島実施設計 
･橋梁点検業務及び橋梁技術支援業務委託 

伝)道路維持費(工事費)土木課予算書p93 �"ﾃS���9,000 ��3bﾃS���

o事業費:2,500千円(工事費) 

o特定財源:- 

o奉業内容等 

(予定路轟名)(地区名)(事業概要)(延長) 
･山手線大里舗装50m 

②道路新設改良費 ���ﾈﾍ�69&霎h�9;冽�&�+(ﾛ磯hｼi7冦�ｹuﾈ螽���釘�5,000 ���5,000 
o事業費:5,000千円(委託料) 

o特定財漁:- 

o事業内容等 

袴田地区の市道用地の境界に係る調査費○ 

⑳道路新設改良事業土木課.都市計画課予算書p94 �3��ﾃ����351,787 ��3C津ピr�

o事業費:301,910千円(委託料5,000､工事費243,200､用地費20,710､ 

補償費23,000) 

o特定財源:土木費国庫補助金25,740千円(補助率57.2′100) 

(社会資本整備総合交付金) 

総務費県補助金30,000千円 

(原子力発電施設立地地域基盤整備支援事業交付金) 

原子力発電施設立地地域基盤整備支援事業交付金 

基金繰入金65,000千円 

道路整備事業債46,000千円(辺地対策事業債) 

道路整備事業債80,700千円(緊急.防災減災事業債) 

道路整備事業債39,900千円 

o事業内容等 

(予定路線名)(事業内容)(事業年度) 
1別府島平線改良工事(L-145m)平成26-30年度 

2西岳2号線改良工事(L-150m)平成26-32年度 

用地費､補償費 
3西岳4号線工事費(L-84m)平成30-31年度 

4野元平江線改良工事(L-130m)､用地費平成27-31年度 

5草良線(深田工区)設計､改良工事(L-130m)平成24-32年度 

用地費､補償費 
6別府上名港(中井原工区)改良工事(L-160m)､用地費平成28-31年度 

7岩下1号線改良工事(L-loom)､用地費平成27-32年度 

8小薗線改良工事(L-60m)平成29-30年度 

9羽島中学校線用地費平成30年度 
10下石野線用地費､補償費平成27-31年度 

11寺迫観音ケ他線設計､改良工事(L-220m)平成28-32年度 

補償費 
12都心平江線橋梁工事､用地費､補償費平成25-32年度 

本線道路築造 



【歳出】●は新規事業等●は内容変更等した事業等悼位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

8土木費 ��ﾏ�,ｨ���8郢�ﾘ馼ｼiN�ﾔ磯b�7冦�ｹuﾈ螽���釘�4,000 迭ﾃ����▲1,000 

(2)道路橋梁費 鑓馼ｼiN�Bﾃ����x冷慰磯iN��

③交通安全施設 愉<�.萎��(ｹ罎ﾒ�

事業費 鑓馼ｼi>�vY9��

(予定路線名)(地区名)(事業概要)(延長) 
･郷之原潟下線塩屋町歩道舗装50m 

④基幹市道改良費 ��ZX�(�淤|x馼ｼi7冦�ｹuﾈ螽���釘�2,000 迭ﾃ����▲3,000 

o事業費:2,000千円(補償費) 

o特定財源:道路整備事業債1,800千円 

o事業内容等 

(予定路線名)(事業内容)(事業年度) 
･払山線立木補償平成26-平成31年度 

8土木費 �*ﾘ-陷ﾙ�ﾈ査鰮N�査鰮D咽9N�7冦�ｹuﾈ螽���迭�2,700 �"ﾃ�3��▲130 

(3)河川費 鑓馼ｼiN�"ﾃs���x冷咽9�X怎"ﾃC��HﾋHﾝ驅�3����

(D河川維持費 愉<�.萎�¥�｢ﾒ�

o事業内容等 

普通河川の維持補修費○ 

②砂防費 ��ﾛｹf丑�査鰮^(�9N�7冦�ｹuﾈ螽���迭�2,332 �"ﾃ3SR�▲23 ▲6,000 

o事業費:2,332千円(修繕料2,060､原材料272) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

砂防の維持補修費○ 

②県単急傾斜地崩壊対策事業土木課予算書p95 湯ﾃ����15,000 

o事業費:9,000千円(工事費) 

o特定財源:土木費県補助金4,500千円(補助率1′2) 

砂防事業債4,500千円 

o事業内容等 

-地区名:木場迫地区.全体事業費:50,000千円 

一事業年度:平成26年度～30年度 

8土木費 ��ｿ盈穎ﾉ�hﾖ�淙�8ｺ8ﾘy^(�馼ｼiX�%8ｾ��X蝌ⅸﾔ�ｹuﾈ螽���迭�8,800 ���ﾃS#��▲1,720 

(4)港湾費 鑓馼ｼiN�づ����x冷厩�%8ｾ���

①港湾建設費 愉<�.萎�Z�ｨﾖ���淙�8馼ｼhﾜ#rﾃ����x冷�

o事業内容等 

･事業費:66,000千円,内容:新港大橋補修工事等 

･負担率:4′30 

8土木費 ���ﾉ<�鉀&陋ｨﾘ�9��鞜H馼ｼi78�8ﾇh柯攣uﾈ螽���澱�12,200 ���12,200 

(5)都市計画費 鑓馼ｼiN��"ﾃ#���x冷慰磯iN��

①都市計画総務費 愉<�.萎�ﾋ陶7冦丑��ﾌ竸(�ｾ�bﾃ����x冷運(�zc��"��

o事業内容等 

麓地区内にある特殊地下壕により陥没等の危険性があるため,埋戻し又は 
防災処理等を行う○ 

①野元地区まちづくり道路事業都市計画課予算書p97 ②土地区画整理 3,500 �2ﾃS���0 

事業費 鑓馼ｼiN�2ﾃS���x冷���Y{��

o特定財源:道路整備事業債3,100千円 

o事業内容等 

野元地区の住環境整備設計を行う○ 
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【歳出】　　●は新規事業等　◆は内容変更等した事業等　　　　　　　　　(単位‥千円)

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

8土木費 宙���7�&霎h枴�騫ﾘ馼ｼi78�8ﾇh柯攣uﾈ螽���途�555,311 鉄�bﾃ����39,121 

(5)都市計画費 鑓馼ｼiN�SSRﾃ3���x冷���Y{�#�ﾃ���Hﾔ磯iN�332ﾃ���I^(�N�#��ﾃ���B�

②土地区画整理 倬ik�N�"ﾃ3����

事業費 愉<�.萎�ﾋ陶7冦丑��ﾌ竸(�ｾ��C2ﾃ����x冷運(�zcSr�"������

(社会資本整備総合交付金) 

土木費県補助金16,357千円 

不動産売払収入(保留地処分金)3,000千円 

区画整理事業債351,500千円 

○事業内容等 

土地区画整理事業により整備されたまちと､武家屋敷群などの歴史と自然が 
共生した､安全で択適に暮らせるアメニティータウンを形成し定住促進を図 
る○ 

･調査業務委託､道路.宅地造成､建物.工作物等補償 

o全体計画 

･総事業費:9,746,000千円 

･事業年度:平成9年度～34年度※清算期間を除く 

･進捗率:約95.3%(平成30年度末事業費見込) 

③都市下永路維持 ��78�8岔�Yц査鰄ｬyyﾙN��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���途�1,555 �"ﾃゴ2�▲1,298 

管理費 鑓馼ｼiN��ﾃSSY�x冷咽9�Y{���H勾�Y{���H+ｸ,ﾉ�ﾃ�SR��

o特定財療:- 

o事業内容等 

都市下水路の維持管理費○ 

④公共下水道事業 ��ﾏhｺH岑侭;倬hｼi<�¥ｨ檍ﾇhｫx�ｾ��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���唐�342,625 �3S"ﾃ�3��▲10,205 

費 鑓馼ｼiN�3C"ﾃc#Y�x冷案ｨ�ｾ���

o特定財渡:- 

o事業内容等 

公共下水道事業特別会計が､その使用料等を充てても不足する経費(公債 

費等)を補うための一般会計からの繰出金○ 

⑤公園事業費 茶佰hﾙ�馼ｼiN�査鰮^(�9N�7冦�ｹuﾈ螽���唐�1,900 �2ﾃ�#��▲1,920 

o事業費:1,900千円(修繕料1,000､重機借上料300､原材料600) 

o特定財渡:ふるさと寄附金基金繰入金1,500千円 

o事業内容等 

公園の維持補修費○ 

@公国トイレ整備事業都市計画課予算書p98 澱ﾃc���18,216 ��3��ﾃc���

o事業費:6,608千円(工事費6,500､給水加入金108) 

o特定財液:総務費県補助金4,000千円(電源立地地域対策交付金) 

o事業内容等 

公国の利便性を図るため､トイレを整備する○ 

(予定公園名)(地区名)(事業概要) 

●御倉町公国本浦地区トイレ新設工事 

8土木費 ��-�,�.�*ｨｷY&9&陝ﾈ�8馼ｼi78�8ﾇh柯攣uﾈ螽���湯�19,000 鼎�ﾃ����▲21,000 

(6)住宅費 鑓馼ｼiN��津����x冷慰磯iN��

①住宅管理費 愉<�.萎�ﾋ陶7冦丑��ﾌ竸(�ｾ�BﾃS���x冷運(�zcS�������

(社会資本整備総合交付金) 

公営住宅整備事業債14,500千円 

o事業内容等 

平成27年8月の台風15号により被害にあったひばりが丘団地の屋根外壁の 

改修を年次的に行うo 

○全体計画 

･整備棟数:住宅7棟●事業年度:平成28-31年度 



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

8土木費 �����8ｨ7H4��ｸ8�馼ｼi^(�ｾ�78�8ﾇh柯攣uﾈ螽���湯�15,000 ��Rﾃ����0 

(6)住宅費 鑓馼ｼiN��Rﾃ����x冷運(�ｾ���

(D住宅管理費 ��ｹ<�.萎�ﾋ鐙-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ�津S���x冷�
o事業内容等 

既存住宅の長寿命化や住宅の質の向上を図るとともに地域経済の活性化や 
雇用の安定に資するために住宅リフォーム経費の一部を補助する○ 

o補助内容等 
･補助内容:リフォーム経費の15%補助(上限150千円､市内業者利用の場合のみ) 

･補助見込:loo俸 

③木造住宅耐震改修促進事業都市計画課予算書p99 都#��1,080 ��33c��
○事業費:720千円(補助金) 

o特定財源:土木費国産補助金360千円(補助率50′100) 

(社会資本整備総合交付金) 

o事業内容等 

昭和56年以前に建築され､地震に対する安全性が建築基準法に適合しない 
木造住宅の耐震化の促進を図るため､耐震診断及び耐震改修に対して補 
助するo 

o補助内容等 

(1)木造住宅耐震診断事業費補助金:120千円 
･補助内容:対象経費の2/3補助(上限60千円) 

･補助見込:2件 

2)木造住宅耐震改修工事事業費補助金:600千円 
･補助内容:対象経費の23′100補助(上限300千円) 

･補助見込:2件 

②住宅建設費 宙�IVﾉ�ﾈ��靄ｩ�h馼ｼi78�8ﾇh柯攣uﾈ螽�������253,000 鉄Rﾃ����198,000 

o事業費:253,000千円(委託料13,000､工事費240,000) 

○特定財源:土木費国産補助金79,500千円(補助率50/100) 

(社会資本整備総合交付金) 

公営住宅整備事業債170,500千円 

o事業内容等 

建築後50年経過し老朽化している浜西住宅の建替えに伴う委託料及び工事 

費o 

o全体計画 
･整備戸数:8戸 

･事業年度:平成27年度～平成31年度 

･総事業費:453,000千円 

②地域振興住宅整備事業都市計画課予算書p100 ���ﾃS���21,000 ��3��ﾃS���

○事業費:10,500千円(公有財産購入費) 

o特定財液:公的賃貸住宅整備事業債9,400千円 

o事業内容等 

羽島地区.荒川地区に引き続き､地域振興住宅を旭地区に整備するo 
･整備戸数:1戸(旭小学校付近) 

9消防費 ����f��YOY�餔X馼ｼb映���YOYV著��f曳ｹYIuﾈ螽�������2,755 唐ﾃ����▲5,245 

(1)消防餐 鑓馼ｼiN�"ﾃsSY�x冷碓YV俎y?ﾉN��

(D常備消防費 愉<�.萎�6罠�ﾙk�N�y^(�ｾ�"ﾃ#S��x冷��駮ｹ)���郢�ﾙzy&��鞜I9佰�WHｾ���

○事業内容等 

災害現場での消防隊員の安全を確保する防火長靴等装備品の更新○ 

(参消防団費 ���ﾈ��f育ｹ�ﾙ�餔X馼ｼb�&9gｹYIw���f逸I{ﾂ傲�f曳ｹYIuﾈ螽�����2�8,100 ���8,100 

o事業費:8,100千円(備品購入費) 

o特定財源:総務費県補助金6,900千円(石油貯蔵施設立地対策等交付金) 

○事業内容等 

導入から22年経過した消防団本部用指揮広報車の更新o 

⑤災害対策費 ��ﾋH��|ﾘﾔﾉ_��+(ﾛ�9倬hｼh-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ螽�����B�3,682 �2ﾃs3b�▲54 

o事業費:3,682千円(賃金2,929､需用費92､その他661) 

o特定財源:総務費県補助金3,585千円(補助率対象経費の10/10) 

o事業内容等 

原子力災害に関する広報並びに要支援者や避難体制等実態調査に係る経費○ 

-45-



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

9消防費 ���ﾘﾘyf胃�ﾅ��ｸ��邵馼ｼh-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ螽�����B�1,000 ��ﾃ����0 

(1)消防費 鑓馼ｼiN��ﾃ����x冷茨冽�N�#��H勾�Y{��唏妤�9{������

⑤災害対策費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

災害発生時に防災関係機関等が緊密な連携を保ちながら､情報連絡､敬 
出､救護訓練及び災害復旧等の応急対策が迅速かつ適切に行われるよう防 
災体制の確立を図るために総合防災訓練を実施するo 

o訓練内容等 

･参加機関:市､消防本部､警察､消防団､地区協議会､建設業協会等 

･参加者数:300人(うち市民140人) 

･想定内容:災害の対応､避難所設営､住民避難.救出 

③●災害対策用給水車整備事業まちづくり防災課予算書p104 ��2ﾃc3b�0 ��2ﾃc3b�

o事業費:13,636千円(役務費70､備品購入費13,500､公課費66) 

o特定財源:総務費県補助金10,000千円(電源立地地域対策交付金) 

o事業内容等 

近年の大規模災害の発生状況が多い中､災害時の対応の迅速化.充実化 
を図るため､災害対策用給永革(3トン)を整備するo 

④●全国瞬時警報システム更新事業まちづくり防災課予算書p104 ��ﾃs���0 ��ﾃs���

o事業費:1,700千円(委託料) 

o特定財疲:災害好策事業債1,700千円 

o事業内容等 

近年の大規模災害の発生､北朝鮮による弾道ミサイル発射など市民を取り巻 
く環境の変化に伴い､現在の全国瞬時警報システム(Jアラート)の受信機を 
より処理速度が遠く高性能の新型機-更新するための経費○ 

⑤防災センター整備事業まちづくり防災課予算書p104 ��2ﾃS���8,500 迭ﾃ����

○事業費:13,500千円(委託料) 

o特定財汲:災害対策事業債13,500千円 

o事業内容等 

災害時の対応の迅速化.充実化を図るため､串木野庁舎東側に災害対策本 
部の機能を持つ防災センター及び防災備蓄倉庫を整備する○ 
平成30年度は､実施設計を行う. 

･事業期間:平成29年度～平成31年度 

･総事業費:約480,000千円 

･構造:鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建床面積871m2(渡り廊下含む) 

10教育費 ��ｻ9�X醜����y6颯驢ｸｾ�ｻ8支効醜檠�ﾙk�攣uﾈ螽�����r�1,860 迭ﾃC#R�▲3,565 

(1)教育総務費 鑓馼ｼiN��ﾃツ��x冷�h夊ﾗy?ﾉN��

③教職員住宅管理費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

公立学校共済組合が建設した教職員住宅を譲渡契約に基づいて､市が管 

理しながら10年間で譲渡代金を支払う○ 

･生冠中校長住宅.最終年度:平成31年度 

④教育振興費 ��<�¥ｨ辷�ｻ8支辷�什Gｩ'X馼ｼhｻ8支効醜檠�ﾙk�攣uﾈ螽�����r�14,578 ��2ﾃ3�"�1,276 

o事業費:14,578千円(共済費44､賃金13,770､旅費759､需用費5) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

小中学校の特別な配慮を必要とする児童生徒の学習面のつまずきに対する 
支援や基本的生活習慣確立のための日常生活上の支援等を行う○ 

･支援員数:15人(前年比1人増) 



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位=千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

10教育費 ���8ｻ8支辷�5ｨ985��ｸ馼ｼhｻ8支効醜檠�ﾙk�攣uﾈ螽�����r�1,900 ��ﾃャ��ll 

(1)教育総務費 鑓馼ｼiN��ﾃ����x冷�,�ｾ��ﾃ�3jI{yN�JH�w�N�#���

④教育振興費 愉<�.萎��Δﾒ�
o事業内容等 

不登校等の児童生徒の学校不適応の解消に努め､学校への登校を目指す 

ために､児童生徒､その保護者に教育相談及び学習支援等を行う○ 

0市教育支援センター 
･場所:市来地域公民館.支援員数:2人 

･開設時間:9時～15時(平日) 

o関連事業 
･スク-ルソーシャルワーカー活用事業2,371千円 

③スクールソーシャルワーカー活用事業教育委員会総務課予算書p107 �"ﾃ3s��2,353 ����

o事業費:2,371千円(報償費2,268､旅費103) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

いじめ､不登校､その他の問題行動等の解消や未然防止に関して､関係機 

関等との連携を進め､児童生徒の社会的背景や環境要因の改善を図るなど 
児童生徒や保護者を支援するQ 

o清動体制等 
･スクールソ-シャルワーカー:3人(全小中学校が対象) 

o関連事業 
･市教育支援センター事業1,900千円 

⑳スクールカウンセラー配置事業教育委員会総務課予算書p107 塔���891 ���

o事業費:891千円(報償費790､旅費101) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

いじめ､不登校､その他の問題行動等の解消や未然防止に関して､専門的 
知識や経験を持ったスクールカウンセラ-を学校等へ派遣し､カウンセリング 

機能の充実を図り､児童生徒､教職員､保護者の教育相談を行うo 

･スクールカウンセラー:3人(全小学校,市教育支援センター) 

⑤●｢英語のまち｣いちき串木野推進事業教育委員会総務課予算書p107 迭ﾃ3#��4,639 田ヲ�

o事業費:5,328千円(賃金4,360､謝金240､補助金445､その他283) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金4,000千円 

o事業内容等 
小学校外国語宿動指導補助員の派遣､実用英語検定補助､英語暗唱ス 
ピーチ大会等を行い､｢英語のまち｣いちき串木野市として児童生徒の英語 

力向上を図るo 

o主な事業 
･外国語活動指導補助員配置:補助員2名 

･実用英語検定受検料補助:補助見込330人 

･英語暗唱-スピーチ大会 

⑥スクールバス運行.特認校児童送迎費教育委員会総務課予算書p108 ��"ﾃ�途�0 (ll,772) ��"ﾃ�途�

o事業費:12,197千円(委託料) 剪イ#R��

o特定財源:- 

o事業内容等 

串木野西中学校の荒川.旭小学校区の生徒の送迎､特認校生の送迎経乱 

o内訳 
-スクールバス運行委託料:9,000千円 

A韓醍校生送迎委託料(冠岳小､川上小):3,197千円 

※平成30年度より事務局費から教育振興費-移行 

⑦●就学援助システム等入費教育垂員会総務課予算書p108 �2ﾃ3���0 �2ﾃ3���

o事業費:3,300千円(委託料) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

零保護及び準要保護児童生徒就学援助費システム導入費o 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

10教育費 ��揵(hｧxﾕｩ[h峇�5�7ﾈ�ｸ69�I�倬hｼhｻ8支効醜檠�ﾙk�攣uﾈ螽�������816 塔�b�0 

(1)教育総務費 鑓馼ｼiN���i�x冷域yw�{����x隷H妤�8怎#�i�x冷��

④教育振興費 ��ｹ<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

本市の将来を担う′ト中学生の文化.スポーツ振興の推進を図るため､小中学 
校が市民文化センター､アクアホール及び総合体育館を教育活動の一環と 
して使用する場合､施設使用料及び自動車借上料を市が負担.減免するo 

⑨学校パソコン整備事業教育委員会総務課予算書p108 �3�ﾃc湯�27,012 釘ﾃcビ�

o事業費:31,699千円(使用料) 

o特定財蔽:ふるさと寄附金基金繰入金16,498千円 

o事業内容等 

情報教育の充実や学習指導汝の改善を図るために､市内小中学校に配置 
するパソコン等教育機器の管理経費○ 

･児童生徒用:29,497千円.教職員用:2,202千円 

⑳串木野高等学校支援対策事業補助金教育委員会総務課予算書p108 湯ﾃピ2�10,462 ��3Sヲ�

o事業費:9,873千円(補助金) 

o特定財坂:ふるさと寄附金基金繰入金7,000千円 

o事業内容等 

県立高校の再整備方針に対応し､串木野高等学校の存続に向けた取り級 
みに支援を行う○ 

o補助内容等 

(内訳)(金額) 

･国公立大学進学者-の入学金補助564千円 

･入学準備に係る経費補助4,000千円 

･模擬試験の受験料補助600千円 

･高校部活動応援補助1,200千円 

･英語検定ー漢字検定-の補助240千円 

･土曜授業等講師料補助金1,077千円 

･国公立大学受験料補助金200千円 

･通学費支援補助金1,692千円 

･外部指導者支援補助金300千円 

計9,873千円 

⑳市来農芸高等学校支援対策事業補助金 途ﾃS���7,600 ��3����

教育委員会総務課予算書p108 

o事業費:7,500千円(補助金) 

o特定財源:ふるさと寄附金基金繰入金5,000千円 

o事業内容等 

県立高校の再整備方針に対応し､市来農芸高等学校の存続に向けた取り 
組みに支援を行うo 

o補助内容等 

(内訳)(金額) 

･寮生活支援補助金6,600千円(1人当たり55千円又は110千円) 

･地域支援活動補助金900千円(1人当たり5千円) 

⑤語学指導外国 ����ｨｧx轌;�､���)D顯Y'h馼ｼhｻ8支効醜檠�ﾙk�攣uﾈ螽�������8,684 釘ﾃゴb�3,828 

青年招致事業費 鑓馼ｼiN�づcオ�x冷雲��Rﾃs��HｺHﾜ���芥+ｸ,ﾉ�ﾃ"ﾃ�ッ��

o特定財源:- 

o事業内琴等 

外国語教育の充実を図るため､語学指導等を行う外国青年を招致するo 

◆平成30年度より1名増員o 



【歳出】●は新規事業等●は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

10教育費 ���ﾊ(,ﾈ-�.H*ﾘ*(+�*ｸｿ盈穎ﾈ�:8ﾞﾉ�ﾈ馼ｼhｻ8支効醜檠�ﾙk�攣uﾈ螽�������1,456 ���1,456 

(2)小学校費 鑓馼ｼiN��ﾃCSi�x冷閲yN�#�H�w�N��ﾃC3R��

②教育振興費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

小学校3.4年生が学習する社会科の副読本として､本市の校区､商店街､ 
産業､災害の備え､偉人一歴史等の概要を掲載する｢のびゆくいちき串木野 
市｣を作成するo 

②◆要保護及び準要保護児童就学援助費教育委員会総務課予算書p110 ��津s#b�14,122 迭ﾃc�B�

o事業費:19,726千円(扶助費) 

o特定財源:教育費国庫補助金80千円(補助率1/2) 

(生活保蕃受給者の修学旅行費分) 

o事業内容等 

経済的な理由により児童の小学校(義務教育)-の就学が困難な家庭に対 
し､学校給食費や学用品費等の費用の一部を援助する○ 

o援助内容等 
･就学援助費:9,518千円.給食援助費:10,208千円 

◆平成30年度より入学準備金の前倒支給を行う○ 

･援助児童数見込:298人.入学準備金支給者数見込50人 

③特別支援教育就学奨励費教育委員会総務課予算書p110 塔#��802 ����

o事業費:821千円(扶助費) 

o特定財源:教育費国庫補助金410千円(補助率1/2) 

o事業内容等 

特別支援学級に在籍する児童の保護者に対し､就学に要する経済的負担を 
軽減するために､学校給食費や学用品費等の費用の一部を援助する○ 

･支給者数見込:23人 

10教育費 ��(hｧxﾕｨｿ9+)�ﾙOY�餔X馼ｼhｻ8支効醜檠�ﾙk�攣uﾈ螽���ﾆﾆﾂ�124,400 釘ﾃ����119,600 

(3)中学校費 鑓馼ｼiN��#BﾃC���x冷���Y{�2ﾃ���Hﾔ磯iN��#�ﾃ3����

(D学校管理費 愉<�.萎��Κｻ8孜N��ﾌ冰8�ｾ�rﾃS���x冷運(�zc��2��

総務費県補助金73,100千円(電源立地地域対策交付金) 

中学校施設整備事業債41,600千円(合併特例事業債) 

o事業内容等 

各中学校に空調設備を整備する. 

②教育振興費 ���ﾈ�]ｸﾎﾈｷ�-���wi]ｸﾎﾉ�i6ｸ��ｧx��N�8支効醜檠�ﾙk�攣uﾈ螽�����"�17,671 ��2ﾃcSR�4,016 

o事業費:17,671千円(扶助費) 

o特定財源:教育費国庫補助金75千円(補助率1/2) 

(生活保護受給者の修学旅行費分) 

o事業内容等 

経済的な理由により生徒の中学校(義務教育)-の就学が困難な家庭に対 
し､学校給食費や学用品費等の費用の一部を援助する. 

o援助内容等 

･就学援助費:ll,632千円-給食援助費:6,039千円 

◆平成30年度より入学準備金の前倒支給を行うo 

･援助生徒数見込:149人.入学準備金支給者数見込56人 

⑳特別支援教育就学奨励費教育委員会総務課予算書p112 �#cB�769 ��3S�R�

o事業費:264千円(扶助費) 

o特定財甑:教育費国庫補助金131千円(補助率1′2) 

o事業内容等 

特別支援学級に在籍する生徒の保護者に対し､就学に要する経済的負担を 
軽減するために,学校給食費や学用品費等の費用の一部を援助する. 

･支給音数見込:5人 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款一項一目 倬hｼikﾂﾈ皦,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

10教育費 ��v9'H��ｿ9+)�ﾙOY�餔X馼ｼhｻ8支効醜檠�ﾙk�攣uﾈ螽�����2�19,550 鉄���19,050 

(4)幼稚国費 鑓馼ｼiN��津SS��x冷���Y{�S�Hﾔ磯iN��づ�����

(D幼稚国費 愉<�.萎�ﾋ鐙ｻ8孜N��蝎^(�ｾ�Bﾃ����x冷運(�zc��2��

幼稚園施設整備事業債14,600千円(合併特例事業債) 

o事業内容等 

各幼稚園に空調設備を整備するo 

②私立幼稚園故国奨励費補助金教育委員会総務課予算書pll3 途ﾃsSR�6,487 ��ﾃ#c��

o事業費:7,755千円(補助金) 

o特定財源:教育費国庫補助金2,215千円(補助率1/3) 

o事業内容等 

私立幼稚園に就国させている保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽 
減することを目的として､入園料及び保育料の一部を補助する○ 

･補助者数見込:39人 

o関連事業 
･私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業費:139千円 

●幼児教育A保育の無料化 

保育料の算定に基づく第2子以降の3.4.5歳児の保育科等を無料化する○ 

･影響額:2,692千円(公立幼稚園使用料分含む) 

10教育費 ���ﾈ��ｸ効醜檠�ﾙ'X馼ｼh��檍ｻ8支攣uﾈ螽�����B�432 ���432 

(5)社会教育費 鑓馼ｼiN�C3)�x冷雲��N��

0社会教育総務費 愉<�.萎�¥�｢ﾒ�
o事業内容等 

女性が輝く社会づくりのため､女性の感性や視点から市政に意見提言を行う 
女性委員会を設置する○ 

･委員数:48名 

⑳学校支援事業.社会教育課予算書p114 ��ﾃsモ�1,794 ��3b�

o事業費:i,788千円(報償費1,634､旅費22､需用費93､役務費39) 

o特定財政:- 

o事業内容等 

地域の教育力の向上を図るために､地域住民がボランティアとして学校の教 

育活動を支援するQ 
･ボランティア登録者:個人661人.企業52社 

③家庭教育支援事業社会教育課予算書p114 ��ﾃs#R�1,741 ��3�b�

o事業費:1,725千円(報償費1,467､旅費32,需用費118､役務費108) 

o特定財鯨:- 

o事業内容等 

家庭の教育力向上を図るため､支援チームを設置し､小学校1年生長子等 
の家庭訪問や出前型相談活動､情報紙の発行,地域の母親学級-の支援 

活動等を通して､子育てに関心の低い親等に対し､きめ細かな教育支援を 
行う○また,保育園等12園についても相談等の場として｢おあしす｣を開設し､ 

就学前から教育支援を行う○ 
･対象校:串木野小.照島小.市来水,川上小,生福小.羽島′ト荒川小.旭小.冠岳小 

･対象国:市内12国 

(塾文化振興費 ���ﾈｪY�饉h嶌ﾇﾈ���ｨﾇh柯ﾟI.磯hｼh��檍ｻ8支攣uﾈ螽�����R�6,000 ���6,000 

o事業費:6,000千円(委託料) 

o特定財敦:総務費県補助金3,000千円 

(補助率1′2鹿児島県地域振興推進事業) 
0番業内容等 

冠森の歴史A霊山性､冠韓国などを活かした文化.芸術の聖地づくりのため 
の計画策定委託費○ 

③郷土芸能保存会運営補助金社会教育課予算書p116 �"ﾃcc��2,510 ��S��

o事業費:2,660千円(補助金) 

o特定財鯨:合併まちづくり基金繰入金2,100千円 

o事業内容等 

郷土芸能の保存と伝承のため､各保存会等に封する運営補助金o 
･対象団体等:18団体 



【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

10教育費 �8掣�(鮖�Hﾋ��)%ｨ慄�X檠^(�ｾ���檍ｻ8支攣uﾈ螽�����b�800 鼎s��330 

(5)社会教育費 鑓馼ｼiN�����x冷運(�ｾ���

②文化振興費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

歌人高造寺斉の功績を顕彰するため､短歌大会開催経費に対する補助 
･金o 

⑤●日本遺産負担金社会教育課予算書p116 �3B�0 �3B�

○事業費:34千円(補助金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

麓地区にある様々な歴史的遺産を地域の歴史的魅力や特色を通じて日本 
の文化.伝統をパッケージ化する日本遺産-登録するための負担金o 

④図書館費 ����,x.�<x��ｨ�:��I�倬hｼh��檍ｻ8支攣uﾈ螽�����b�652 都�b�▲64 

o事業費:652千円(報償費28､消耗品費624) 

o特定財源:- 

o事業内容等 
幼児期から読書習慣を身に付けることにより､本-の関心のほか､言語の習 

得.想像力など豊かな人格形成を図るため､子ども-の読書活動を推進す 
るo 

o事業内容等(金額)(金額) 

･ブックスタート事業267千円.セカンドブック事業357千円 

･ビブリオバトル開催事業28千円 

⑤青少年教育費 ����ｨ攤�(��,x.�ｻ8�､ｩ�ﾘ馼ｼh��檍ｻ8支攣uﾈ螽�����b�1,929 ��ﾃc���310 

o事業費:1,929千円(報償費1,859､需用費70) 

o特定財源:教育費県補助金1,077千円(補助率2/3) 

o事業内容等 

放課後や週末(チャレンジ教室)を利用して自主学習.遊び.交流の場を堤 
供し､子どもが安心して活動できる場の確保を図るとともに､児童の睡全育成 
を支援するために､学童クラブ等を設置していない小学校で実施するo平成 
30年度より羽島.川上小学校について回数を拡充する○ 

･放課後子ども教室:6小学校(冠岳小､生福小､旭小､荒川小､羽島′1､､川上小) 

②●寺子屋制度モデル事業社会教育課予算書p116 鼎��0 鼎��

o事業費:40千円(報償費) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

各交流センター等を使って､地域の持つ教育力(人材.歴史等)の活用及び 

異年齢による交流を通して､子どもたちに豊かな心を身につけさせるととも 
に､社会を生き抜く子どもを育てる体制を確立させるo平成30年度は､1地区 

をモデル事業として行うo 

③◆子ども会育成連絡協議会運営補助金社会教育課予算書p117 塔3��331 鉄���

o事業費:831千円(槍助金) 

o特定財源:噴田子ども福祉基金繰入金500千円 

o事業内容等 

各地域の子ども会の活動の支援や市全体の子ども会活動を計画し運営する 
子ども会育成連絡協議会に対する運営補助金○ 

･特別事業:-ツビープリンデン(歌のバリアフリーコンサート) 

10教育費 ��>ﾈｾ8�(ﾘ(ﾕｩ�ﾙ�ﾈ��OXﾆ��9j�5�7ﾈ�ｸ68攣uﾈ螽�������1,544 涛cr�577 

(6)保健体育費_ 鑓馼ｼiN��ﾃSCI�x冷閲yN��ﾃ��jH�w�N��S:H妤�9{��cZH+ｸ,ﾉ�ﾃ�#���

(丑保健体育総務費 ��ｹ<�.萎�ﾋ討ﾒ�

○事業内容等 

平成31年度に開催される｢2019南九州高校給体｣の準備及び｢2018東海高 
校総体(愛知)｣-の視察等に係る経費o 

0本市開催競技(場所:総合体育館) 
･バスケットボール 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��本年度 ����7��比較 

10教育費 ���髯8xﾙ�j��ﾈ孜�X橙��8ﾙ���･��(5�7ﾈ�ｸ69�X檍��OXﾆ���5,500 都S��4,741 

(6)保健体育費 倡9j�5�7ﾈ�ｸ68攣uﾈ螽�������

①保健体育総務費 鑓馼ｼiN�RﾃS���x冷厩�%8ｾ���

o特定財源:- 

o事業内容等 

平成32年度に開催される第75回国民体育大会｢燃ゆる感動かごしま国体｣. 

第20回全国障害者スポーツ大会｢燃ゆる感動かごしま大会｣の準備経費に係 
る市実行委員会-の負担金o 

0本市開催競技(場所:総合体育館) 

･バレーボール(成年男子)､バスケットボール(少年女子) 

車椅子バスケットボール(身) 

･デモンストレーションスポーツ:3B体換､少林寺拳法 

⑥市来体育館 嫡H�9x��ﾈ支ｭ豫yyﾙN�査鰮^(�9N��9j�5�7ﾈ�ｸ68攣uﾈ螽����#��7,000 ���7,000 

管理費 鑓馼ｼiN�rﾃ����x冷咽9�X怩��

o特定財漁:- 

o事業内容等 

市来体育館バスケットゴール等の維持補修費o 

⑦海洋センター ��､9vﾘ5ｨ985��ｸｬyyﾙN�査鰮�H�9N��9j�5�7ﾈ�ｸ68攣uﾈ螽����#��3,500 ���3,500 

管理費 鑓馼ｼiN�2ﾃS���x冷咽9�Y{��

○特定財源:- 

o事業内容等 

子どもプール及び涜水スライダープール塗装等の維持補修費○ 

⑧学校給食センター �6�乂xﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ馼ｼhｧxﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｹuﾈ螽����#"�32,000 涛Rﾃ�S��▲63,050 

管理費 鑓馼ｼiN�3"ﾃ����x冷���Y{��

o特定財疲:学校給食センター建設事業債30,400千円(合併特例事業債) 

o事業内容等 

建築後34年経過し老朽化している串木野学校給食センターと市来学校給食 
センターを統合した新学校給食センター建設に伴う実施設計委託料o 

o全体計画 
･事業年度:平成29年度～平成31年度 

11災害復旧費 茶僞�h郢�ﾘﾝ�･�YﾈｸﾉN���ﾘ攣uﾈ螽����#2�12,000 ��"ﾃ����0 

1)農林永産業施設 鑓馼ｼiN��"ﾃ����x冷茨冽�N��ﾃ3S�H勾�Y{�3c�Hﾔ磯iN���ﾃ���H+ｸ,ﾉ�ﾃ#����

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

(∋農業施設災害 僞��迄蝌ｼh郢�ﾘﾝ�･�Yﾈｸﾈﾜ#2ﾃ����x冷�

復旧費 鑓馼ｼi>�vY9��
･現年補助災害復旧費:10,000千円.現年単独災害復旧費:2,000千円 

②林業施設災害 ��}�ｼh郢�ﾘﾝ�･�YﾈｸﾉN���ﾘ攣uﾈ螽����#2�ll,000 免ﾂﾃ����0 

復旧費 鑓馼ｼiN�ﾆﾂﾃ����x冷咽9�Y{���Hﾔ磯iN���ﾃ���H+ｸ,ﾉ�ﾃS����

o特定財蔽:災害復旧費県負担金5,000千円 

農林水産業施設災害復旧債4,500千円 

o事業内容等 
･現年補助災害復旧費:10,000千円.現年単独災害復旧費:1,000千円 

11災害復旧費 ��;刋�ﾙ�ﾉ9俤�･�YﾈｸﾉN�7冦�ｹuﾈ螽����#2�23,000 �#2ﾃ����0 

(2)公共土木施設 鑓馼ｼiN�#2ﾃ����x冷�,�ｾ�S��H�9�Y{��ﾃ���Hﾔ磯iN�#�ﾃ���H+ｸ,ﾉ�ﾃ�ﾃS����

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

(D道路河川等災害 佰hｺI7冦育ｹ�ﾘﾝ�･�Yﾈｸﾈﾜ#bﾃc���x冷�

復旧費 鑓馼ｼi>�vY9��
･現年補助災害復旧費:20,000千円.現年単独災害復旧費:3,000千円 

12公債費 ��ﾏhﾜ)N���ﾘ攣uﾈ螽����#B�2,096,428 �"ﾃ�sbﾃS�2�19,925 

(1)公債費 鑓馼ｼiN�"ﾃ�澱ﾃC#��x冷�

o特定財源:土木費使用料(住宅使用料)93,408千円 

市債管理基金繰入金140,000千円 

地域総合整備資金貸付金元金収入6,600千円 

住宅新築資金等貸付金元利収入789千円 



◎国民健康保険特別会計予算の概要

【歳入】●は新規歳入(単位=千円) 

款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

1国民健康保険税 ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�(ﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ��Y�Yk�攣uﾈ螽����Cb�526,899 鼎コﾃ塔B�40,915 

(1)国民健康保険税 ��ｹ���ｸ�)�C｣bﾃC���ﾂ�

②退職被保険者等国民健康保険税税務課予算書p146 澱ﾃ�3��15,344 ��3津#�R�

○対象音数:68人 

5繰入金 ��自Lｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ�ﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����C��258,848 �#3bﾃS3��22,318 

(1)他会計繰入金 ��ｹ]ｸﾊ�餉X��.案ｩ?ﾈｾ��sづS�Y�x冷�
･医療給付費分93,904千円(負担率:県3/4.市1′4) 

･後期高齢者支援金分23,193千円(負担率:県3′4.市1/4) 

･介護納付金分8,152千円(負担率:県3/4.市1′4) 

上記3つの繰入金は低所得者に対する政令減税分､7割､5割､2割の保険税 

軽減分の負担金繰入○ 
･保険者支援分53,266千円(負担率:国1′2.県1′4.市1′4) 

･低所得者を多く抱える市町村国保の支援制度であり､保険料軽減世帯者の 

人数に応じて､平均保険料の一定割合を公費負担分としての負担金繰入o 

○出産育児一時金等繰入金4,760千円 

○財政安定化支援事業繰入金65,236千円 

低所得者層の割合､高齢者の割合が高いなど､保険者の責めに帰さない 
財政事情に着目した繍てん金o全額市の負担で､地方交付税により所要の 
措置が講じられる. 

○その他一般会計繰入金10,337千円 

(2)基金繰入金 ��ﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ�霎�ﾄｩ?ﾈｾ�ﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����C��70,000 �#SRﾃピ"�▲185,872 

○平成28年度末基金残高528,661千円 
○平成29年度末基金残高見込額203,400千円 
o平成30年度末基金残高見込額134,059千円 

(注)国庫･県支出金等の説明は､歳出ページに記載｡

E歳出】二●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 
款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

1総務費 ���9|9N�4ｹ�8峪<�¥ｩ�鞜H馼ｼiN�(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����S2�15,060 ��Rﾃs#��▲661 

(5)特別対策事業費 ��ｸ馼ｼiN��Rﾃ�c��x冷�,�ｾ�rﾃsc:H勾�Y{�ﾃss:H+ｸ,ﾉ�ﾃ"ﾃS#B��

○特定財源:県保険給付費等交付金11,818千円 
o事業内容等 

医療費適正化対策.保健事業.保険税収納率向上等､国民健康保険事業の 
運営安定化に資する事業o 

2保険給付費 ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�)|9wｸｸｹWIN�(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����SB�2,519,244 �"ﾃS#�ﾃs�2�▲1,539 

(1)療養諸費 鑓馼ｼiN�"ﾃS�津#CI�x冷虻ｹWIN��

○特定財源:県保険給付費等交付金2,519,244千円 

②退職被保険者等療養給付費健康増進課予算書p154 ��津塔b�146,702 ��3�#bﾃs�b�

○事業費:19,986千円(給付費) 

○特定財源:県保険給付費等交付金19,986千円 

③一般被保険者療養費健康増進課予算書p154 �#"ﾃ��2�24,368 ��3"ﾃ#cR�

○事業費:22,103千円(給付費) 

○特定財源:県保険給付費等交付金22,103千円 

④退職被保険者等療養費健康増進課予算書p154 鉄���1,383 ��3ャ2�

○事業費:500千円(給付費) 

○特定財源:県保険給付費等交付金500千円 

2保険給付費 ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�(ﾘ(ｧｩ|9wｹN�(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����SR�437,000 鼎#�ﾃ#S��16,742 

(2)高額療養費 ��ｸ馼ｼiN�C3rﾃ����x冷虻ｹWIN��

○特定財源:県保険給付費等交付金437,000千円 

②退職被保険者等高額療養費偉康増進課予算書p155 澱ﾃ##b�28,463 ��3#"ﾃ#3r�

○事業費:6,226千円(給付費) 

○特定財源:県保険給付費等交付金6,226千円 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 
款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

3国民健康保険 ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�(�9|8ｸｹWIN�ｨﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����Sb�617,090 ���617,090 

事業費納付金 ��ｸ馼ｼiN�c�rﾃ����x冷右ｹWHｾ���

(1)医療給付費分 ��ｹ<�.萎�ﾋ鐙ﾊy]ｸﾊ�ｹWIN�9佰�WHｾ��"ﾃャy�x冷�

自動車損害賠償金等1,000千円 

○事業内容等 

県が定めた一般被保険者の医療給付費分に対する納付金○ 

②退職被保険者等医療給付費分健康増進課予算書p156 釘ﾃンB�0 釘ﾃンB�

○事業費:4,894千円(納付金) 

○特定財源:自動車損害賠償金等500千円 

○事業内容等 

県が定めた退職被保険者等の医療給付費分に対する納付金o 

3国民健康保険 茶壷LｩNﾙ]ｸﾊ�(ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(辷�ｾ�9兒ｨﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����Sr�145,934 ���145,934 

事業費納付金 ��ｸ馼ｼiN��CRﾃ�3I�x冷右ｹWHｾ���

(2)後期高齢者支 ��ｹ<�.萎�ﾋ討�

援金等分 ��ｸ馼ｼi>�vY9��

県が定めた一般被保険者の後期高齢者支援金等分に対する納付金o 

②退職被保険者等後期高齢者支援金等分健康増進課予算書p157 ��ﾃ#Cr�0 ��ﾃ#Cr�

○事業費:1,247千円(納付金) 

o特定財蘇: 

○事業内容等 

県が定めた退職被保険者等の後期高齢者支援金等分に対する納付金o 

3国民健康保険 宙-陞靜ﾉEｹWHｾ�Zｨﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����Sr�51,238 ���51,238 

事業費納付金 ��ｸ馼ｼiN�S�ﾃ#3��x冷右ｹWHｾ���

(3)介護納付金分 ��ｹ<�.萎�6罎�

○事業内容等 

県が定めた介護納付金分に対する納付金o 

5保健事業費 宙�I<�.伊)�ij(�9�h�)�鞜H馼ｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����S��1,325 ��ﾃ3#b�▲1 

(1)保健事業費 鑓馼ｼiN��ﾃ3#Y�x冷�,�ｾ��ﾃ�C�I{yN��H��mYV儂�B��

○特定財源:県保険給付費等交付金1,325千円 

○事業内容等 

特定健診の連続未受診者に対し､訪問看護師2名による訪問指導を実施する○ 

②温泉活用保健事業健康増進課予算書p158 鼎C"�445 ��32�

○事業費:442千円(報償費45､委託料378､その他19) 

○特定財源:県保険給付費等交付金442千円 

o事業内容等 

温泉を活用し水中運動を実践することにより運動習慣を身に付け､健康の保持 

増進を図るo 

③糖尿病性腎症重症化予防事業健康増進課予算書p158 澱ﾃ����5,875 �#C2�

○事業費:6,118千円(賃金170､旅費25､委託料5,923) 

○特定財源:県保険給付費等交付金5,945千円 

○事業内容等 

医療費分析結果から､糖尿病や高血圧症等で重症化の予防が必要と思われる 

被保険者に対して､保健指導及び医療機関-の受診勧奨を行うo 

④生活習慣病重症化予防事業健康増進課予算書p158 �2ﾃc#��3,629 ���

○事業費:3,629千円(委託料) 

○特定財源:県保険給付費等交付金3,527千円 

○事業内容等 

健診結果や医療費分析から､糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の重症化予防 

が必要な被保険者に対して､保健指導及び医療機関-の受診勧奨を行うo 



【歳出】●は新規事業等傘は内容変更等した事業等帰任=千円) 
款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

5保健事業費 �I�ﾈｭH6�6(4�9傚Y�ﾈ馼ｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����S��20,517 �#�ﾃャr�▲370 

(1)保健事業費 鑓馼ｼiN�#�ﾃS�y�x冷飲Y�ﾈｾ���

o特定財政:県保険給付費等交付金15,459千円 

o事業内容等 
･人間ドック助成金11,660千円(受診見込365人) 

･胃がん検診助成金750千円(受診見込750人) 

･婦人がん検診助成金1,020千円(受診見込1,170人) 

･肺がん検診助成金300千円(受診見込1,320人) 

･大腸がん検診助成金805千円(受診見込1,150人) 

･骨組繋症検診助成金40千円(受診見込200人) 

･腹部超音波検診助成金5,842千円(受診見込1,ぢOO人) 

･前立腺がん検診助成金100千円(受診見込100人) 

⑥健康づくり一時定健診受診率アップ)事業交付金薩摩増進課予算書pl59 ��ﾃ��R�1,015 ���

o事業費∴1,015千円(交件金) 

o特定財源: 

o事業内容等 

特定健診受診率向上を図るため､地区ごとに受診率に応じた交付金を交付する○ 

均等割人数割 
･60%達成50,000円+100円×受診者数 

･65%達成75,000円+200円×受診者数 

･70%達成100,000円+200円×受診者数 

8保健事業費 ��<�.伊(ﾔ��hﾛる<�.云ｸﾉ(轌;�馼ｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽����S��34,307 鼎�ﾃC���▲6,184 

(2)特定健康診査等 ��ｸ馼ｼiN�3Bﾃ3�y�x冷�,�ｾ�Rﾃ�CJH�w�N�#:H勾�Y{�#bﾃC�"ﾈ+ｸ,ﾉ�ﾃ�ﾃsSｒ�

事業費 愉<�.萎�ﾋ鐙ﾊy]ｸﾊ�ｹWIN�9佰�WHｾ�#bﾃs#i�x冷�
o■事業内容等 

40歳以上の被保険者の特定俸診と特定保健指導を行う○ 

◎公共下水道事業特別会計予算の概要

【歳入】●ほ新規歳入(単位:千円) 
款,項 倬hｼikﾂﾘ皦,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比致増減 

1事業収入 ��ﾏhｺH岔�Y;俶yw�{��8岔�Y;�ｹuﾈ螽����s"�193,908 ���"ﾃ�3b�1,872 

(1)事業収入 兌ﾙ�ﾃ3�D�7�9h�=Y�ﾃ(鳬7�9h�ﾉ�ﾘﾋ��

有収束急くトン)I,485,84311,516,662l△30,819 

延べ件数58,299157,8371462 

使用料千円)193,9081192,0叫1,872 

2分担金及び負担金 ��ﾏhｺH岑侭;倬hｼh�8揺�)X�%8ｾ��8岔�Y;�ｹuﾈ螽����s"�3,808 �"ﾃ��2�995 

(I)負担金 忠%�献ｩ�x冷��

＼匝成30年度当初坪戯9年度当初増減 
-般会計l2,56512,5650 

その他.l1,2431248995 

計l3,80812,813995 

(注)国庫補助金等の説明は､歳出欄に記載 
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【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 
読.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

1総務費 ���ﾉ&饑ｸﾏh�8ｮ仂h檍ﾇi4ｹw�馼ｼh�8岑侭;�ｹuﾈ螽����sB�13,500 ���13,500 

(1)総務管理費 鑓馼ｼiN��2ﾃS���x冷���Y{��

o特定財蘇:公共下永道事業債(公営企業会計適用債)13,500千円 

o事業内容等 

平成32年度からの地方公営企業会計適用に向け本年度は資産台帳の整備 

を行うo 

2事業費 ��ｿ盈穎ﾈ4�8ｨ�ｸ985ｨ985��ｹ+x�kﾘ嶌馼ｼh�8岔�Y;�ｹuﾈ螽����sb�147,020 鼎rﾃ����99,120 

(1)事業費 ��ｸ馼ｼiN��Crﾃ�#��x冷���Y{��CbﾃC#�H駟k�N�����

○特定財蔽:国庫禰助金79,524千円(嬬助率高率55■%.低率50%) 

(社会資本整備総合交付金) 

公共下永道事業債64,000千円 

o事業内容等 

供用開始から25年経過した串木野クリーンセンターの長寿命化事業○ 

･詳細設計業務委託料19,450千円 

･実施業務委託料66,970千円(債務負担行為) 

(1期.平成29年度～平成30年度給事業費114,250千円) 

･実施業務委託料60,000千円 

(2期.平成30年度～平成31年度総事業費149,340千円) 

(平成31年度債務負担行為/89,340千円) 

②汚水枝線管渠築造事業上下水道課予算書p176 湯ﾃ����0 湯ﾃ����
o事業費:9,000千円(工事費) 

o特定財蘇:国庫禰助金4,500千円(補助率1′2)(社会資本整備総合交付金) 

公共下永道事業債4,200千円 

○事業内容等 
･地区名:新港地区.内容:口径300mmL=106m 

3公債費 宙-靈8ｾ��8岔�Y;�ｹuﾈ螽����sr�434,863 鼎3Rﾃ##r�▲364 

(1)公債費 ��ｸ馼ｼiN�C3Bﾃツ9�x冷飲隴(ﾋ8ｾ���

○特定財源:公共下水道受益者負担金3,808千円 

公共下水道事業債(特別措置分)26,724千円 

公共下永道事業債(資本費平準化債)100,000千円 

※平成30年度末市債残高見込3,696,660千円 

@利子上下水道課予算書p177 塔Rﾃ##r�100,327 ��3�Rﾃ����

o事業費:85,227千円(償還利子) 

○特定財蘇:公共下永道事業債(特別措置分)12,576千円 

◎地方卸売市場事業特別会計予算の概要
【歳出】●は新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位‥千円) 

款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

1総務費 ��自LｨｬyyﾙN���ﾘ攣uﾈ螽�����2�253 �#SR�▲2 

(1)総務管理費 ��ｸ馼ｼiN�#S9�x冷雲��3zH�w�N���JH+ｸ,ﾉ�ﾃ��"��
○特定財源:- 
○事業内容 

公設市場の維持管理経費等o 
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◎介護保険特別会計予算の概要

【歳入】●は新規歳入(単位:千円) 

款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

1保険料 ���c�ﾘiNﾙ]ｸﾊ�)]ｸﾊ���Yk�攣uﾈ螽���#�"�678,752 田c津都��8,773 

(1)介護保険料 忠%�献ｩ�x冷��

卜平成30年度当初卜平成29年度当初l増減額 
特別徴収l620,60引615,75414,849 

普通徴収E58,149154,22引3,924 

計l678,7521669,97918,773 

o平成30年度～32年度介護保険料(基準月額):5,992円 

7繰入金 茶壷Lｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ�ﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#�B�482,685 鼎澱ﾃc�"�▲13,927 

(1)一般会計繰入金 唸櫁ﾎﾈｸｹWIN�ｩ?ﾈｾ�C�津�s��x冷云ｸﾊ�ｹWIN�,ﾃ�"絣R��
･地域支援事業費繰入金20,945千円(事業費の12.5%.19.5%) 

･事務費繰入金35,524千円 

･低所得者保険料軽減繰入金7,046千円 

(2)基金繰入金 宙��靜ﾉ]ｸﾊ�霎�ﾄｩ?ﾈｾ�ﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#�R�23,622 ��津S���4,122 

平成28年度末残高258,504千円 

平成29年度末残高見込額304,217千円 

平成30年度末残高見込額280,596千円 

(注)国庫･県支出金等の説明は､歳出ページに記載｡

E歳出】　　●経新規事業等　◆は内容変更等した事業等　　　　　　　　　　(単位:千円)

款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

1総務費 ����)~竟(ﾋ8ｴ97�4�6(7i&闔i^�x5�4��I�倬hｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#�b�6,222 迭ﾃSS��672 

(1)総務管理費 鑓馼ｼiN�bﾃ##)�x冷雲��N�ﾃCs*H勾�Y{�S���

o特定財源:県高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金5,847千円 

(補助率100%.50%) 

o事業内容等 

高齢者の健康づくりや社会参加活動を行っている団体に対してポイントを付与し､ 

貯まったポイントを換金することにより､高齢者の健康維持や地域支え合いの取組 

みを図るo(報償費上限額:12万円から10万円に減額) 

2保険給付費 ��櫁ﾎﾈ5H�ｸ7(5�9从ｹWH馼ｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#���3,046,315 �2ﾃ��Bﾃ�3��▲67,723 

(1)介護サービス等諸費 ��ｸ馼ｼiN�2ﾃ�Cbﾃ3�Y�x冷虻ｹWIN�9鋳�

○特定財渡:国産介護給付費負担金533,660千円(負担率施設15%､その他20%) 

国庫調整交付金240,049千円(交付率7.88%) 

支払基金介護給付費交付金822,505千円(交付率27%) 

県介護給付費負担金456,391千円(負担率施設17.5%､その他12.5%) 

○事業内容等 

要介護1から要介護5の方-の介護サービス給付費等○ 
･居宅介護サービス給付費791,015千円 

･地域密着型介護サービス給付費750,550千円 
･施設介護サービス給付費1,392,711千円 

･居宅介護住宅改修費11,418千円 

･居宅介護サービス計画給付費97,732千円 

･その他2,889千円 

計3,046,315千円 

(2)介護予防サービス ��櫁ﾎﾉuﾉf�5H�ｸ7(5�9从ｹWH馼ｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#���74,074 塔津c#b�▲15,552 

等諸費 ��ｸ馼ｼiN�sBﾃ�sI�x冷虻ｹWIN�9鋳�

○特定財渡:国庫介護給付費負担金14,574千円(負担率施設15%､その他20%) 

国庫調整交付金5,838千円(交付率7.88%) 

支払基金介護給付費交付金19,999千円(交付率27%) 

県介護給付費負担金9,500千円(負担率施設17.5%､その他12.5%) 

○事業内容等 

要支援1.要支援2の方-の介護予防サービス給付費等○ 
･介護予防サービス給付費51,633千円 
･地域密着型介護予防サービス給付費3,452千円 
･介護予防住宅改修費10,200千円 
･介護予防サービス計画給付費7,903千円 
･その他886千円 

計74,074千円 
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【歳出】　　●は新規事業等　◆は内容変更等した事業等　　　　　　　　　　(単位‥千円)

款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

2保険給付費 ��ﾘ(ｧｨ櫁ﾎﾈ5H�ｸ7(5磯hｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#���80,342 塔�ﾃ鉄��▲608 

(4)高額介護サービス ��ｸ馼ｼiN���ﾃ3C)�x冷虻ｹWIN��

等費 ��ｹ<�.萎�ﾋ鐙ﾙ�ﾌ�靜ﾈｸｹWIN��%8ｾ��bﾃ�c��x冷厩�%9zc#�R��
国庫調整交付金6,331千円(交付率7.88%) 
支払基金介護給付費交付金21,692千円(交付率27%) 

県介護給付費負担金10,043千円(負担率12.5%) 
○事業内容等 

1ケ月の介護サービス利用料の1割負担金額が､所得区分により定められた 

上限を超えた場合に超えた額を還付する○ 

(5)高額医療合算介 嫡Hﾘ(ｧｨ�9|8ﾘx螽櫁ﾎﾈ5H�ｸ7(5虻ｹWH馼ｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#���10,039 湯ﾃ涛��49 

護サービス等費 鑓馼ｼiN���ﾃ�3��x冷虻ｹWIN��
○特定財源:国庫介護給付費負担金2,008千円(負担率20%) 

国庫調整交付金791千円(交付率7.88%) 
支払基金介護給付費交付金2,711千円(交付率27%) 

県介護給付費負担金1,255千円(負担率12.5%) 
○事業内容等 

同一世帯において､介護サービス利用料と病院窓口等の一部負担金がある 

場合､所得区分ごとに定められた年間(8月～翌年7月まで)の上限を超えた 
場合に超えた額を還付するo 

(6)特定入所者介護 嫡I<�.�?ﾈ��(櫁ﾎﾈ5H�ｸ7(5磯hｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#���139,332 ��cづC���▲29,148 

サービス等費 ��ｸ馼ｼiN��3津33)�x冷虻ｹWIN��

o特定財源:国庫介護給付費負担金21,685千円(負担率施設15%､その他20%) 

国庫調整交付金10,979千円(交付率7.88%) 
支払基金介護給付費交付金37,620千円(交付率27%) 

県介護給付費負担金23,598千円(負担率施設17.5%､その他12.5%) 

○事業内容等 

低所得者の方が施設を利用した場合の居住費.食費を助成するo 

3地域支援事業費 ��櫁ﾎﾉuﾉfる�hｨ育�x5H�ｸ7(5磯hｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#���62,632 田RﾃC3��▲2,806 

(1)介護予防.生活 ��ｸ馼ｼiN�c"ﾃc3)�x冷���Y{��ﾃイJHｸｹWIN�BﾃCs�I,�ｾ�Bﾃ3S唏+ｸ,ﾉ�ﾃ�ﾃ鉄鋳�

支援サービス ��ｹ<�.萎�ﾋ鐙ﾙ�ﾌ�&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ��Rﾃ�SI�x冷委�WIzc#RR��
事業費 倡瓜Xｮ霎�&闔h辷�馼ｼh辷�ﾏ�WHｾ��bﾃ3ci�x冷委�WIzc#rR��

県地域支援事業交付金7,577千円(交付率12.5%) 
利用者負担金2,016千円 

○事業内容等 

介護予防サービス給付費等○ 

◎介護予防ケアマネジメント事業健康増進課予算書p212 湯ﾃ鉄��10,260 ��33�"�

○事業費:9,958千円(委託料770､給付費8,724､その他464) 

○特定財源:国庫地域支援事業交付金2,489千円(交付率25%) 
支払基金地域支援事業支援交付金2,688千円(交付率27%) 

県地域支援事業交付金1,244千円(交付率12.5%) 
o事業内容等 

介護予防.生活支援サービス利用者のケアプラン作成に係る経費o 

③●高額介護予防サービス費相当事業健康増進課予算書p212 �#���0 �#���

○事業費:208千円(給付費) 

o特定財源:国庫地域支援事業交付金52千円(交付率25%) 
支払基金地域支援事業支援交付金56千円(交付率27%) 

県地域支援事業交付金26千円(交付率12.5%) 
o事業内容等 

地域支援事業費において､介護予防.生活支援サービス利用者に対し保険給 

付費の高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費に相当する事 
業を行うo 

(2)一般介護予防 ��自Lｨ櫁ﾎﾉuﾉf磯hｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#�"�17,792 ��rﾃ3cr�425 

事業費 ��ｸ馼ｼiN��rﾃs�)�x冷雲��N�ﾃゴ唏�w�N��ﾃSC芥勾�Y{�ﾃ�#�H+ｸ,ﾉ�ﾃ�ﾃScB��

o特定財源:国庫地域支援事業交付金3,754千円(交付率25%) 

支払基金地域支援事業支援交付金4,055千円(交付率27%) 

県地域支援事業交付金1,877千円(交付率12.5%) 
県高齢者元気度アップ推進体制2,775千円(補助率100%) 
づくり事業補助金 

○事業内容等 

第1号被保険者に対する一般的な介護予防事業o 
･ころぽん体操事業 
･介護予防教室事業 
･高齢者元気度アップ.ポイント事業 
･高齢者交流サロン推進事業費補助金 



【歳出】●絃新規事業等◆は内容変更等した事業等(単位:千円) 

款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

3地域支援事業費 嫡I�ﾘﾘy�ｩ&ｲ靆�y益佩ﾈ馼ｼhﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#�2�ll,558 免ﾂﾃS�r�41 

(3)包括的支援事業■ ��ｸ馼ｼiN�ﾆﾂﾃSS��x冷茨冽�N�#CJIX�%8ｾ���ﾃ�czH+ｸ,ﾉ�ﾃ#Cr��
･任意事業費 ��ｹ<�.萎�ﾋ鐙ﾙ�ﾌ�&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ�BﾃS���x冷委�WIzc3坦��

県地域支援事業交付金2,254千円(交付率19.5%) 
○事業内容等 

家族を含めた介護サービスや高齢者の権利擁護.虐待の問題-の相談等に 
対応する○ 

②包括的.継続的ケアマネジメント支援事業健康増進課予算書p214 免ﾂﾃcS"�ll,950 ��3#唐�

○事業費:ll,652千円(報酬135､需用費226､負担金11,112､その他179) 

○特定財源:国庫地域支援事業交付金4,544千円(交付率39%) 

県地域支援事業交付金2,272千円(交付率19.5%) 
o事業内容等 

市内の居宅支援事業所が抱える介護上の困発事例の相談.援助.解決のための 
支援を行うとともに､高齢者が住み慣れた地域で尊厳をもって安心して住み続け 
られるように住まい.保健.医療.介護サービス等の環境を整備し､地域包括ケア 
システムの構築を行うo 

@任意事業費健康増進課予算書p214 �"ﾃs3��2,702 �3b�

○事業費:2,738千円(報償費1,020､負担金322､扶助費636､その他760) 

○特定財源:国庫地域支援事業交付金1,068千円(交付率39%) 

県地域支援事業交付金534千円(交付率19.5%) 
○事業内容等 

介護サービスを利用する高齢者等の相談を受け､疑問.不満.不安の解消を図る 

介護相談員の活動経費等o 

④在宅医療-介護連携推進事業健康増進課予算書p215 ��"ﾃ�Sr�12,560 ��3S�2�

○事業費:12,057千円(委託料12,000､その他57) 

○特定財漁:国庫地域支援事業交付金4,702千円(交付率39%) 

県地域支援事業交付金2,351千円(交付率19.5%) 
○事業内容等 

在宅医療-介護連携推進事業を市医師会-委託し､関係機関等との連携により､ 

在宅医療.介護の一体的な提供体制を構築するo 

⑤◆生活支援体制整備事業健康増進課予算書p215 途ﾃン��5,473 �"ﾃC�r�

o事業費:7,890千円(委託料7,500､報酬270､その他120) 

○特定財渡:国庫地域支援事業交付金3,077千円(交付率39%) 

県地域支援事業交付金1,538千円(交付率19.5%) 
o事業内容等 

高齢者のニーズとボランティア等の地域資渡とのマッチング､資渡開発や人材育 

成などを行うことで多様な主体による生活支援の充実を図るo平成30年度より 
コーディネーターを第2層に1名配置する○ 

⑥認知症給合支援事業健康増進課予算書p215 釘ﾃ�S2�4,175 ��3#"�

○事業費:4,153千円(報酬2,400､報償費723､旅費272､その他758) 

○特定財蔽:国庫地域支援事業交付金1,620千円(交付率39%) 

県地域支援事業交付金810千円(交付率19.5%) 
○事業内容等 

認知症になっても､住み慣れた地域に住み続けられる支援体制づくりを行う○ 
･認知症地域支援推進員配置 

･認知症初期集中支援チームの設置 

･認知症カフェ運営補助金 

⑦地域ケア会議推進事業健康増進課予算書p215 �"ﾃ3c��666 ��ﾃs�"�

○事業費:2,368千円(報酬180､賃金1,395､報償費164､旅費157､その他472) 

o特定財源:国庫地域支援事業交付金923千円(交付率39%) 

県地域支援事業交付金462千円(交付率19.5%) 
○事業内容等 

地域包括ケアシステムの実現のための多職種による支援.取組みを行うための地 

域ケア会議の経費○ 
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◎戸崎地区漁業集落排永事業特別会計予算の概要
【歳入】●は新規歳入悼位:千円) 

慕.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�劔冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ)�ﾘﾋ��

1事業収入 (1)事業収入 ��岑侭;俶yw�{��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���##R�劔迭ﾃ��"�5,087 ���R�
､＼ 兌ﾙ�ﾃ3�D�7�9h��平成29年度当初 ��ﾘﾋ�� 

有収永量(トン) �3rﾃ�C��35,290 ��ﾃゴ��

延べ件数 ��ﾃCcB�1,440 �#B�

使用料(千円) 迭ﾃ��"�5,087 ���R�

【歳出】●疫新規事業等◆は内容変更等した事業等帰任‥千円) 
款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

1漁業集落排水事 ��ﾌｸﾞ�&霎hｹ仂h�x飄)�X馼ｼh�8岔�Y;�ｹuﾈ螽���##b�6,141 唐ﾃ3�"�▲2,161 

業費 鑓馼ｼiN�bﾃ�C��x冷茨冽�N�"ﾃ#cJIo�k�N���H勾�Y{�"ﾃ塔zH妤�9{������

(1)漁業集落排水事 愉<�.萎��Δﾒ�

業費 ��ｸ馼ｼi>�vY9��

戸崎地区漁業集落排水の維持管理経費○ 

②●地方公営企業会計適用事業上下水道課予算書p226 ��ﾃS���0 ��ﾃS���

o事業費:1,500千円(委託料) 

o特定財渡:漁業集落排水事業債(公営企業会計適用債)1,500千円 

i)事業内容等 

平成32年度からの地方公営企業会計適用に向け本年度は資産台帳の整備 
を行う凸 

2公債費 ��ﾋ8ｾ��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���##b�8,012 途ﾃツB�148 

(1)公債費 鑓馼ｼiN�づ��)�xﾘH�ｭ(ﾋ8ｾ���

○特定財源:- 

0平成30年度末市債残高111,290千円 

⑳利子上下水道課予算書p226 �"ﾃ�s2�2,321 ��3�C��

o事業費:2,173千円(償還利子) 

o特定財蘇:- 

◎後期高齢者医療特別会計予算の概要

【歳入】●は新規歳入(単位‥千円) 

款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比故増減 

1後期高齢者医療 ��ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9|9]ｸﾊ���Yk�攣uﾈ螽���#32�292,614 �#ィﾃ��B�7,700 

保険料 忠%�献ｩ�x冷��

(1)後期高齢者医療 ���ﾙ�ﾃ8鳧�ﾉ[ﾙ�ﾃ#僖�7��ﾘﾋ��

保険料 �<�¥ｩ*X�#�bﾃ�3$ﾃ�途ﾃC#s�づs�R�

普通徴収86,482187,487l△1,005 

計292,6141284,91417,700 

4線入金 ��]ｸﾊ�餉X��.案ｩ?ﾈｾ�ﾉ(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���#3B�124,636 ��#Rﾃ����▲464 

(1)一般会計繰入金 愉X�%9zcｨﾊs8�ﾃB韈3���
-低所得者に対する7割､5割､2割の保険料軽減分の負担金繰入○ 

【歳出】●は新規事業等●は内容変更等した事業等悼位‥千剛 
款一項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�劔冏ｹD�7��前年度 儂Hﾌﾉ�ﾘﾋ��

2後期高齢者医療 ��ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9|8ﾔﾈ司��ﾘyEｹWHｾ�ﾉ(ﾔ��ﾙuh攣uﾈ螽���#3r�劔鼎�rﾃ#c��410,025 途ﾃ#3b�

広域連合納付金 鑓馼ｼiN�C�rﾃ#c��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 鑓馼ｼi>�vY9忠%�献ｩ�x冷��

平成30年度 兌ﾙ�ﾃ#僖�7��増減 ��

被保険者保険料 �#�"ﾃc#R�284,925 途ﾃs���

保険基盤安定分担金 ��#Bﾃc3b�125,100 ��#CcB�

計 鼎�rﾃ#c��410,025 途ﾃ#3b�



◎永道事業会計予算の概要

【収益的収支.収入】●は新規収入(単位‥千円) 

款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�劔剿{年度 ����7��比較増減 

1水道事業収益 (1)営業艦益 宙-雕ｸ迄�揺�8岔�Y;�ｹuﾈ螽���#R�劔�558,911 鉄Srﾃ�#R�1,086 

推定給水人口 冲ﾈ��Y|｢�水道料金 ��?ﾈｾ��l l l 

合計 �#rﾃ����ﾂ�4,121,010トン 鉄SBﾃゴ��x冷�4,053千円 

うち簡水】9,803人 �1,174,010トン ��Srﾃ�3��x冷�1,172千円 

(2)営業外収益 嫡I+xｯｩ��8ｾ�m�?ﾈ�8岔�Y;�ｹuﾈ螽���#b�劔�34,108 �#津�3��5,078 

･減価償却に対する国庫補助金等の収益化 

②他会計補助金上下水道課予算書p26 劔剴�Rﾃ����21,286 ��3RﾃCコ�

･統合前の簡易水道事業建設改良に係る企業債償還利子の交付税措置額等に 

対する一般会計からの補助金o 

【収益的収支･支出】 ●は新規事業等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位‥千円)

款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

1永道事業費用 宙-靈H�)Gｨｸｸ侭N��8岑侭;�ｹuﾈ螽���#r�180,880 ��s津����1,080 

(1)営業費用 ��ｸ馼ｼiN����ﾃャ��x冷���Y{�"ﾃS��H�9�YN�#bﾃ�3zI:驂ﾙN�づンjB�

その他42,537)うち簡永分58,473千円 

o特定財源: 

o事業内容等 
･上水道施設維持点検業務委託料25,767千円(うち簡水分8,321千円) 

･新永道ビジョン策定業務委託料12,000千円 

･アセットマネジメント策定業務委託料5,000千円 

･検満量永器取替修繕,漏水修理等26,937千円(うち簡永分13,460千円) 

(参減価償却費上下水道課予算書p31 �#澱ﾃ3途�285,344 免ﾂﾃ�S2�

o事業費:296,397千円(有形固定資産減価償却費) 

○特定財源:営業外収益(長期前受金戻入)34,108千円 

○事業内容等 
･建物減価償却費9,653千円(うち簡水分2,664千円) 

ー構築物減価償却費219,024千円(うち簡水分107,192千円) 

･機械及び装置減価償却費等67,720千円(うち簡水分27,836千円) 

E資本的収支.収入l●絃新規収入◆は内容変更等した収入(単位‥千円) 
款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

1資本的収入 (1)企業債 忠/��;倬hｼhﾉｩ�ﾘｮ仂hﾜ(�8岔�Y;�ｹuﾈ螽���32�230,000 �#3�ﾃ����0 

(3)出資金 茶����ﾈ檍ﾇh���ｾ��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���32�36,894 ���36,894 

･統合前の簡易水道事業建設改良に係る企業債償還元金の交付税措置額に対 

する一般会計からの出資金o 

【資本的収支.支出】●は新規事業等(単位:千円) 
款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�本年度 ����7��比較増減 

1資本的支出 ��Gｨ迄ｬy���ｸ峪9倬hｼh�8岔�Y;�ｹuﾈ螽���3B�297,080 �#�2ﾃ����3,900 

(1)建設改良費 ��ｸ馼ｼiN�#途ﾃ����x冷慰磯iN�#c津S��H勾�Y{��2ﾃ���H+ｸ,ﾉ�ﾃ�BﾃS����
○特定財源:建設企業債230,000千円 

水道管移設工事負担金3,000千円 
○事業内容 
●配永管耐震化事業50,000千円 
･布設替実施計画策定事業(耐震化)13,000千円 
･配永池整備事業(萩元配水池)105,800千円 

･永源地整備事業(中絶水源地)42,000千円 

･麓地区外配永管布設及び布設香等事業(単独事業)33,500千円 
･配水管新設及び布設替事業(起債事業)52,780千円 

(2)企業債償還金 ��ｮ仂hﾜ(�ｭ(ﾋ8ｾ��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���3B�212,693 �#�bﾃ�Cb�▲3,353 

○事業費:212,693千円(うち簡水分73,789千円) 

o特定財源: 
※平成30年度末市債残高見込額4,338,409千円 
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