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平成28年度　一般会計･特別会計補正予算比較表

(単位:千円) 

会計名 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�摘要 

般会計 ��Rﾃ�C�ﾃ����117,739 ��Rﾃ#Srﾃs3�� 

簡易水道事業特別会計 鉄S津�3�� 鉄S津�3�� 

国民健康保険特別会計 迭ﾃ���ﾃャb�1,469 迭ﾃ��"ﾃ3SR� 

公共下水道事業特別会計 都�Rﾃ#sR� 都�Rﾃ#sR� 

地方卸売市場事業特別会計 都�B� 都�B� 

介護保険特別会計 �2ﾃS��ﾃ�Sr� �2ﾃS��ﾃ�Sr� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��Rﾃ�#�� ��Rﾃ�#�� 

療育事業特別会計 �#�ﾃ�#�� �#�ﾃ�#�� 

後期高齢者医療特別会計 鼎��ﾃ��2� 鼎��ﾃ��2� 

国民宿舎特別会計 澱ﾃ3�b�4,500 ���ﾃ��b� 

合計 �#RﾃS#�ﾃ3���123,708 �#RﾃcCRﾃ���� 

公営企業会計補正予算比較表

(単位:千円) 

会計名 劍ｯ�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�摘要 

水 道 辛 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 鼎#rﾃ#��� 鼎#rﾃ#��� 

支出 鼎#bﾃs�b� 鼎#bﾃs�b� 

差引 鉄cB� 鉄cB� 

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

差引 ��3�s�ﾃン"� ��3�s�ﾃン"� 
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平成28年度　一般会計補正予算(第1号)構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

衣 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第1号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1市税 �2,909,030 ��偵"� �"ﾃ��津�3��19.1 ��

2地方譲与税 �124,121 ��繧� ��#Bﾃ�#��0.8 ��

3利子割交付金 �3,433 ����� �2ﾃC32�0.0 ��

4配当剖交付金 �8,292 ����� 唐ﾃ#�"�0.1 ��

5要式等腎所得慧 冰,823 ����� 免ﾂﾃ�#2�0.1 ��

6地方消費税交付金 �586,820 �2纈� 鉄ッﾃ�#��3.8 ��

13,405 ����� ��2ﾃC�R�0.1 ��

8地方特例交付金 �13,878 ����� ��2ﾃピ��0.1 ��

9地方交付税 �4,794,000 �3�縒� 釘ﾃs釘ﾃ����31.4 ��

･o芸笥一㌔全音慧 �6,000 ����� 澱ﾃ����0.0 ��

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

12使用料及び手数料 �185,961 ���"� ��コﾃ田��i.2 ��

13国庫支出金 �1,923,665 ��"縒�8,875 ��ﾃ�3"ﾃSC��12.7 �&饑ｹ���i�I�佰�WHｾ�Rﾃ������,x.�ｻ8屍饐ｸ支馼ｼiN�sR�E�hｮ餉Y�餔Y�9'磯hｼiN�2ﾃ3���

14県支出金 �1,138,699 途絣�54,447 ��ﾃ��2ﾃ�Cb�7.8 俐I�h�)Eﾈ4x6ﾈ�ﾈ8ﾈ4ﾘ自9�;�?ﾉ�I�倬hｼiN��Bﾃ田��&闔h櫁ﾎﾈｮ餉Y�餔X馼ｼiN�ﾃS���ZX*(訷ｦﾙ]ｲ霹�8ｺﾘ嶌辷�馼ｼiN�"ﾃ#3���厭��餔R驀�ｼim胃韃仂hｨ��ｸ峪�I�倬hｼiN��津#C���X蝎Z飴�ｸｮ餉Y�ｹEﾉ]ｹ�8馼ｼiN�ﾃS���

15財産収入 �38,840 ���2� �3づイ��0.3 ��

16寄附金 �350,002 �"�2� �3S�ﾃ��"�2.3 ��

17繰入金 �822,452 迭紕� 塔#"ﾃCS"�5.4 ��

18繰越金 �80,000 ��絣�43,417 ��#2ﾃC�r�0.8 ����7案ｨ葎ｾ�C2ﾃC�r�

19諸収入 �125,321 ��繧� ��#Rﾃ3#��0_8 ��

20市債 �1,847,593 ��"�"�ll,000 ��ﾃゴづS�2�12.2 乂xﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ馼ｼc��ﾃ����

歳入合計 �15,140,000 �������117,739 ��Rﾃ#Srﾃs3��100.0 ��

-般財猿 区分 �ｩLｨﾞ�ﾋ��9,295,193 田�紕�43,417 湯ﾃ33づc���61.2 ��

特定財汲 迭ﾃイBﾃ��r�38.6 都Bﾃ3#"�5,919,129 �3ゅ�� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ�ﾋ��4,668,271 �3�繧�43,417 釘ﾃwRﾃcモ�30.9 ��

依存財源 ���ﾃCs�ﾃs#��69.2 都Bﾃ3#"�10,546,051 田宝�� 
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(歳出)(単位:千円,%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c�ﾘb��合計 剳竦ｳの内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1歳会費 ��cBﾃ鉄��1.1 ��164,958 ��謦� 

2線務費 ��ﾃ涛�ﾃ�C2�13.1 湯ﾃ�#��2,000,171 ��2���行政嘱託員報酬▲2,661 株式会社いちき串木野電力出資金10,200 自治公民館建設整備事業補助金1,489 

3民生費 �2ﾃツづ##��25.5 湯ﾃCS��3,877,672 �#R紕�地域介護基盤整備事業補助金8,500 子ども子育て支援システム改修経費951 

4衛生費 �"ﾃc#rﾃャB�17.4 ��2,627,884 ��r�"� 

5労働費 途ﾃ�C��0.1 ��7,141 ����� 

6農林水産業費 都C2ﾃ�c��4.9 鼎づ�湯�791,160 迭�"�農業機械銀行推進事業補助金1,620 払い手確保.経営強化支援事業補助金2,238 農業基盤整備促進事業6,000 森林整備.林業木材産業活性化推進事業補助金19,241 市来漁港水産物供給基盤機能保全事業19,000 

7商工費 �#C津涛2�1.6 途ﾃ����256,993 ��縒�串木野さのさ荘維持補修費2,500 国民宿舎特別会計繰出金4,500 

8土木費 ��ﾃ���ﾃSC��ll.9 ��1,801,540 免ﾂ繧� 

9消防費 田CRﾃ�3"�4.3 �#�ﾃS���665,532 釘�2�再生可能エネルギー等導入推進事業20,500 

10教育費 涛s�ﾃ#S��6.4 �#2ﾃcc��994,920 澱絣�学校給食センター建設事業23,661 

u災害復旧費 鼎bﾃ����0.3 ��46,000 ���2� 

12公債費 �"ﾃ��2ﾃsc��13.3 ��2,013,768 ��2�"� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��Rﾃ�C�ﾃ����100.0 ���rﾃs3��15,257,739 免���� 
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一般会計補正予算(第1号)性質別比較表

(単位:千円.%) 

区分 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第1号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 杏 的 経 費 ��ﾈﾈ���2,973,223 ��偵b�▲2,661 �"ﾃ都�ﾃSc"�19.5 俎9�ﾘ�ｩ�X什_���3"ﾃcc��

扶助費 �"ﾃ塔�ﾃSc��19.7 ��2,980,568 ��偵R� 

公債費 �"ﾃ��2ﾃsc��13.3 ��2,013,768 ��2�"� 

計 途ﾃ田rﾃSS��52.6 ��3"ﾃcc��7,964,898 鉄"�"� 

= 費 的 経 費 兒以���i,828,583 ��"���12,951 ��ﾃイ�ﾃS3B�12.1 倡�,x.���支,H辷�5h5�6X8�淙�8ﾆ��S��ｧxﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ馼ｼc�"ﾃ����

維持補修費 �#�bﾃ��"�1.4 �"ﾃS���209,412 ��紕�串木野さのさ荘維持婿修費2,500 

補助費等 亦ﾃ�3rﾃ��r�7.5 ��i,l37,907 途紕� 

計 �2ﾃ�s2ﾃC�"�21.0 ��RﾃCS��3,188,853 �#�纈� 

そ の 他 の 経 ���xｾ��183,190 亦�"� ���2ﾃ����i.2 ��

投資.出資.貸付金 ��ﾃ田��0_0 ���ﾃ#���12,160 �����株式会社いちき串木野電力出資金10,200 

繰出金 ��ﾃ#��ﾃsビ�8.5 釘ﾃS���1,295,287 唐絣�国民宿舎特別会計繰出金4,500 

費 佗b�1,475,937 湯ﾃr�14,700 ��ﾃC��ﾃc3r�9.8 ��

投 資 的 経 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��2,467,102 ��b�2�90,249 �"ﾃSSrﾃ3S��16.7 俾俾�ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼ｼi9飲Xｾ��ﾃCヲ�&闔h櫁ﾎﾈｮ餉Y�餔X馼ｼi^(�ｾ�づS���E�ijｸ､(ｾ(ﾗ9�I�倬h撕^(�ｾ��ﾃc#��%8*(訷ｦﾙ]ｲ霹�8ｺﾘ嶌辷�馼ｼi^(�ｾ�"ﾃ#3��E�hｮ餉Y�餔Y�9�倬hｼcbﾃ�����厭��餔R驀�ｼim胃韃仂hｨ��ｸ峪�I�倬hｼi^(�ｾ��津#C���9x飴俟��X蝎Z飴�ｸｮ餉X勧Eﾉ]ｹ�8馼ｼc�津����ﾜI�h�)Eﾈ4x6ﾈ8ｸ4ﾘ�ｹ9�;�?ﾉ�I�倬hｼc#�ﾃS���ｧxﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ馼ｼgRﾃcc��

災害復旧事業費 鼎bﾃ����0.3 ��46,000 ���2� 

普 佗b�2,513,102 ��b綯�90,249 �"ﾃc�2ﾃ3S��17.0 ��

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �15,140,000 �������117,739 ��Rﾃ#Srﾃs3��100.0 ��
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平成28年度　国民健康保険特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

(歳　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)
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平成28年度　国民宿舎特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

既定予昇額:補正(第1号)合計 �� ��
読-1補正 �,ﾂ�内 俘��

金額■構成比.金額金額構成比. �� ��

1財産収入10.0°l…0.0; �� ��

2繰入金4,305…68.3.4,5008,80581.5-般会計繰入金 �� 釘ﾃS���

3諸収入2,000.31.7:2,00018.5 � 

歳入合計_6,306;100.0:4,50010,806100.0 �� ��

(歳　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

既定予算額,補正(第1号)　　合　　計

*　　　　`~~　~　~~~ l　　　三　　　　~~-　　　~　~~~~~~~一　　汁　　正　　の　　内　　♯

金　額　構成比】金　額　　金　額　構成比

I

l　国民宿舎事業費　　1,651　26.2　　　　　　　　1,651 15.3

2　温泉施設事業費　　3,644■　57.8　　　4,500･　8,144　75.4温泉施設事業費(維持補修費)　　　　4,500

3　基　金　積　立　金　　　　1　0.0;　　　　　　　　　　1　0.0

4　公　　　債　　　費　　　10　　0.2;　　　　　　　　　10　　0.1

---⊥ー【ー_=ー__ー▲

5予　　備　　費　1,000t 15.8巳　　　　　1,000　9.2

1

!　　　.一一一一

歳　出　合　計　　　　6,306 100.0　　　　4,500　10,806. loo.0
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◎一般会計6月補正予算の概要

【歳入】(単位=千円) 

衣.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｹ�ﾈ,ﾉ>�vY9��既定額 冖��8ｧ｢�計 

13匡l床支出金 ��&饑ｹ���i�I�佰�WHｾ���I%貯�ﾘﾟH攣uﾈ螽ﾚ��r�0 迭ﾆﾆ��5,100 

(2)国庫補助金 �&饑ｹLY�ﾘﾘy�ﾙzｨ,��x.異�-ﾈ.ｨ+ﾘ邵ﾟH/��I��+x.�+ﾘ-�,����ﾘ+8.ｨ+ﾘﾏ�WHｾ��ｲ�

(む籍務費国庫補助金 ��ｸ�9h馼ｼb員ｹ9hｧ｢��
･株式会社いちき串木野電力出資金5,100千円 

20市債 ���8ﾜ"�,x��俥��ﾘ攣uﾈ蟀xｷ���I,847,593 免ﾂﾃ����i,858,593 

(1)市債 鑓ｾiZ｢葦�.逢｢忠¥�ｒ��ﾘﾋｒ�

(参教育債 唸ｧxﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ駟�飄ｳ��x励��ﾃ����x玲ﾆﾂﾃ����x冷�

･その他市債1,847,593千円1,847,593千円0千円 

計1,847,593千円1,858,593千円11.000千円 

o市債残高等 

-平成28年度市債残高見込額:21,790,378千円 

うち交付を捨置見込額:13,317,537千円(交付税捨置率:61.1%) 

･合併特例事業債活用額:5,646,40D千円(活用率:68.6%) 

(注)国庫･県支出金等の説明は､歳出ページに記載｡

【歳出】(単位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｹo(,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

2給寮費 ��ﾗ9�ﾘ�ｩ�X什_��依逢｢�-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾉk)MG���20,324 ��3"ﾃcc��17,663 

(1)総務管理費 ��ｸ馼ｼiN��3"ﾃcc��x冷雲����

(D一般管理費 愉<�.萎�ｹ討ﾒ�

0番業内容等 

行政嘱託員配置数の減に伴う行政嘱託員報酢FQ)減額b 

(当初予定)(配毘数)(増減) 

･行政嘱託員配置数82名66名▲16名 

o鋲当地区:5地区34公民館 

･串木野飽域:冠岳地区(5公民館)､生福地区(10公民館) 

･市来地域:川南地区(4公民館)､湊町地区(5公民館)JIl上地区(10公民館) 

@企画費 ��ｩH�檍ﾍ86ｨ*(+�*ｸｿ盈穎ﾉ6I|ﾘ���ｾ���hｴｲ��ﾘﾟH攣uﾈ蟀MG���0 ���ﾃ#���10,200 

o事業費:10,200千円(出資金) 

o特定財源:給霧費国庫補助金5,100千円(地方創生推進交付金補助率:l′2) 

o事業内容等 

地域盈力事業を活用した市民サ-ビスの向上及び環境絶新のまちづくり推進を図る 

ために､株式会社いちき串木野電力に出資する○ 

o会社概要 

･資本金:20,00D千円 

･出資比率:合同会社さつま自然エネルギー(10%)､株式会社パスポート(34%) 

金散格闘(5%)､いちき串木野市(51%) 

･事業計画:市内電力契約等の20%を目標に､安定した電力供給を行う. 

平成28年9月に公共施設.工業国地企業-の高圧電力供給開始予定○ 

平成28年12月に一般家庭向けの低圧電力供給開始予定○ 

@共生協働推進費 ��齪��ﾏij�ｸﾉｩ�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ���hｴｲ�-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾉ�������0 ��ﾃCヲ�1.489 

o事業費:i,489千円(補助金) 

o特定財卓振:- 

o補助内容等 

(自治公民館名)(給事業狩)(補助率)(補助金額)(改修内容) 
･岩下公民館821千円1′3273千円外壁.瓦塗巷等繍惨 

･八房公民館886千円1′3295千円外壁塗香等補修 

･質賀公民館587千円1′3195千円屋根.内壁等祷修 

･芹ケ野公民館950千円1′3316千円外壁塗香等補修 

･新生町公民館1,230千円1′3410千円屋根瓦筆者補修 

計1,489千円 
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【歳出】(単位:千円) 

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

3民生費 ��&闔h櫁ﾎﾈｮ餉Y�餔X馼撕^(�ｾ���i�R�ﾈ��ﾙ�冩9uﾈ螽�����0 唐ﾃS���8,500 

(1)社会福祉費 鑓ﾅｹJﾙN�づS���x冷運(�ｾ���

@老人福祉費 愉<�.萎�ｹ陶j��iN�y^(�ｾ�づS���x冷運(�zcｩ.逢｢��

o事業内容等 

空家を活用した小規模多挽能型居宅介護事実所開設-の改修費用に対して補助する. 

･柿助鮮魚者:医療法人親負会 

3民生費 �6�倡�,x.���支,H迚�h5h5�6X8�淙�8ﾆ���hｴｲ兀�8攣uﾈ螽�����0 涛S��951 

(2)児童福祉費 鑓馼栗N�鉄��x冷���Y{��

@児壷運営費 愉<�.萎�ﾋ陶j��h��ﾙ�驩^(�ｾ�CsY�x冷運(�zcｦﾈ�ﾃ"��

o事菜内容等 

幼児教育(保育)無償化の対象拡大に伴う利用者負担軽減システム改修経費○ 

6農林水産業費 ��E�hﾕX�仞(ﾗ9�I�倬ie隸8�ｾ��,x��僞��ﾘ攣uﾈ蟀MG�ﾄ��300 ��ﾃc#��1,920 

(1)農業費 鑓馼ｼiN�津c#��x冷栄顋Xｾ���

③農業振興費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

0番業内容等 

そうか病の発生により､ノミレイシヨの生育に影響が出ていることから.安定した経営及び 

栽培振興等のため､土壌消毒挽械導入に対する補助金の迫れ 

･補助対象者:いちき串木野市農菜枚枚銀行推進協議会 

･実施地域:市内全域 

-事業費:3,241千円 

-補助率:1′2以内 

◎負い手放保.経営鼓化支援事業補助金(新規)農政課予算春plO ���2,238 �"ﾃ#3��

o事業費:2,238千円(補助金) 

o特定財源:農林水産菜費県椅助金2,238千円(補助率:lO′lO) 

0番黄内容等 

農業経営改善を図るために､融資の活用による農業用規城等導入に対する補助金○ 

-靖助対象者:1人 

･予定地区:寺堀地区 

･事業費:6,766千円 

-績助額:事業費の30%と金融機関敵賛額の1′15の合計 

(9農業施設維持費 嫡IE�旭餉Y�餔Y�9�倬hｼb��hｴｲ僞��ﾘ攣uﾈ螽���ﾄ��0 澱ﾃ����6,000 

o事業費:6,000千円(工事費) 

o特定財源:農林水産業費国庫補助金3,300千円(繍助率:55%) 

o事業内容等 

-予定地区:川畑地区 

･事案概要:井堰用水路改修(対象事業延長し-493m) 

6農林水産芙蓉 ��ﾙ�厭��餔R驀�ｼim胃韃仂hｨ��ｸ峪�I�倬hｼi��ｾ���I%貯E��ﾘ攣uﾈ����ﾄ��0 ��津#C��19,241 

(2)林葉安 鑓馼ｼiN��津#C��x冷運(�ｾ���

(参林業振興費 愉<�.萎�ﾋ陶E���X蝌ｼiN�y^(�ｾ��津#C��x冷運(�zc｣���ﾆﾄ��

0番業内容等 

間伐材等の利用促進による林業.木材産業の活性化を図るための高性能林業枯枝 

導入に対する婿助金. 

-補助対象者:2事業件 

･事業費ニ43,200千円 

･補助率:1′2以内 

6農林水産真野 ���9x飴俟��X蝎Z飴�ｸｮ餉Y8�ﾉ]ｹ�8馼ｼb��hｴｲ��X蝌ⅸﾔ�ｹuﾈ蟀MG����0 ��津����19,000 

(3)水産英資 鑓馼ｼiN��津����x冷����Y{��

(診漁港管理費 愉<�.萎�ﾋ陶E���X蝎[9N�y^(�ｾ�津S���x冷運(�.�｣��ﾃ"��

o事業内容等 

市来漁港の適切な維持.管理のため､老朽化状況等の機能診断等を行う桟能保全計画を 

賓定する○ 
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【歳出】(単 劔位:千円) 

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

7商工費 ��ｿ盈穎ﾈ+8,ﾈ+9G�ｸ鰄��9N��hｷﾒ豫�Xﾏ�<�攣uﾈ螽���ﾆﾂ�0 �"ﾅ4��2,500 

(1)商工費 鑓馼ｼiN�"ﾃS���x冷咽9�X怩��

③現光費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等 

串木野さのさ茸の大浴場ろ過ユニット取替修得○ 

◎国民宿舎特別会計繰出金(追加)観光交流課予算書pll 釘ﾃ3�R�4,500 唐ﾃ��R�

o事業費:4,500千円(繰出金) 

o特定財源:- 

o冬美内容等 

温泉鯨設の維持補修に伴う国民宿舎特別会計-の簸出金の追加. 

9消防費 ��ﾜI�h�)Eﾈ4x6ﾈ8ｸ4ﾘ�ｹ9�;�?ﾉ�I�倬hｼb��hｴｲ�-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾉ�iMG�ﾆﾂ�0 �#�ﾃS��白�20,500 

(1)消随浄 鑓馼ｼiN�#�ﾃS���x冷���Y{��ﾅ4�靫磯iN��鎚,ﾄ���

(9災事対策費 愉<�.萎�Ncｩ�(�9N�y^(�ｾ��Bﾃ田��x冷運(�zcｩ.逢｢��

o卒業内容等 

災零封策本部横能の充英をEglるため､串木野庁舎に太陽光発電設備及び蓄電池システム 

を設置する○ 

10教育費 ��ｧxﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ馼ｼb�,x��乂xﾕｨｸｹ��5ｨ985闔ｨ��､Yxｷ�R�3,000 �#2ﾃcc��26,661 

(6)保俸体育費 鑓馼ﾝ丑�#2ﾃcc��x冷���Y{��津���Iw�&餒�ﾃcc���

(参学校給食センター 愉<�.萎�ﾋ鐙ｧxﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ馼ｼhﾜ#��ﾃ����x冷畏y[�<�~�馼ｼhﾜ"��

管理費 鑓馼ｼi>�vY9��

学校給食センター昏設に係る基本設計等委託料の追加及び用地費(19繁4,237m')の計上. 

◎国民健康保険特別会計　6月清正予算の概要

【歳出】(早 劔位:千円) 

衣 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�既定額 冲��8ｧ｢�計 

1線務費 ��ﾙ�j�ﾈﾔﾙ]ｸﾊ�5h5�6X8�淙�8ﾘﾉN��hｴｲ��Yk�攣uﾈ螽���r�0 白ﾃCc��1,469 

(2)徴税費 鑓馼ｼiN��ﾃCc��x冷��)�Y{��

o特定財政:国床国民倖庶保険制慶国保業務準備事業費詩助金1,469千円 

(靖助率:10′10) 

o事業内容等 

平成30年度に県が国民飽康保険の財政運営主体になることから,平成28年10月稼働予定の 

国保事実費納付金等算定標準システムに対応するためのシステム改修経費○ 

◎国民宿舎特別会計6月繍正予算の概要

【歳出】(単位=千円) 

款 ��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

2温泉施設事業費 茶�y�(郢�ﾘ馼ｼiN�査鰮��9N��,x��豫�Xﾏ�zﾈ攣uﾈﾇ(���r�3,600 釘ﾃS���8,100 

(1)温泉施設事業費 鑓馼ｼiN�BﾃS���x冷咽8鰮{��

o特定財源:- 

o卒業内容等 

市来ふれあい温泉センタ-の露天風呂ろ過ユニット取替修繕. 
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