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平成25年度　一般会計｡特別会計補正予算比較表

会計名 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�(単位:千円) 摘要 

般会計 ��RﾃC唐ﾃ����193,565 ��Rﾃc��ﾃScR� 

簡易水道事業特別会計 鼎�津3��� 鼎�津3��� 

国民健康保険特別会計 釘ﾃCCRﾃCsB� 釘ﾃCCRﾃCsB� 

公共下水道事業特別会計 田s津C�R� 田s津C�R� 

地方卸売市場事業特別会計 ���ﾃcsb� ���ﾃcsb� 

介護保険特別会計 �2ﾃS��ﾃ#ヲ� �2ﾃS��ﾃ#ヲ� 

国民宿舎特別会計 田2ﾃss�� 田2ﾃss�� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��bﾃ���� ��bﾃ���� 

療育事業特別会計 �#�ﾃc���1,387 �#�ﾃ塔r� 

後期高齢者医療特別会計 �3sづSS"� �3sづSS"� 

合計 蔦#Rﾃ�C"ﾃ�コ�194,952 �#Rﾃ#3rﾃ�3r� 

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 �3��ﾃ�3B� �3��ﾃ�3B� 

支出 �3��ﾃs��� �3��ﾃs��� 

差引 ��#R� ��#R� 

資本的収支 假ｹ?ﾂ�171,381 ��171,381 ��支出 �3#Rﾃ#3�� �3#Rﾃ#3�� 

差引 ��3�S2ﾃゴr� 輔�S2繝Sr� 
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平成25年度一般会計補正予算(第1号)構成表

(歳入)(単位:千円,%) 

款 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 �3,050,373 ��偵r� �2ﾃ�S�ﾃ3s2�19.4 ��

2地方譲与税 �132,773 ��纈� ��3"ﾃss2�0.9 ��

3利子割交付金 �4,566 ����� 釘ﾃScb�0.0 ��

4配当割交付金 �1,070 ����� ��ﾃ�s��0.0 ��

5要式等腎所得慧 �534 ����� 鉄3B�0.0 ��

6地方消費税交付金 �269,010 ��縒� �#c津����1.7 ��

7自動車取得税交付金 �16,434 ����� ��bﾃC3B�0.1 ��

8地方特例交付金 冤l,152 ����� 免ﾂﾃ�S"�0.1 ��

9地方交付税 �5,129,000 �32��� 迭��#津����32.7 ��

･o違背｡誓言霊 �7,000 ����� 途ﾃ����0.1 ��

11分担金及び負担金 �176,733 �����425 ��srﾃ�S��1.1 侈yN�%�<i^(����(馼ｼiZｩ%8ｾ�#S��E�hｮ餉Y�餔Y�9�倬hｼiZｩ%8ｾ��sR�

12使用料及び手数料 �172,777 ����� ��s"ﾃssr�1.1 ��

13国庫支出金 �1,627,697 ���絣�104,447 ��ﾃs3"��CB�ll.0 �&闔h,ﾈﾋ8ｴ9}X鳧ﾏ�WHｾ���ﾃ塔R��hｨ云ｸﾎﾉ4ｹ�8��郢�I�倬hｼiN�c"�E�hｮ餉Y�餔Y�9�倬hｼiN�#"ﾃ����

14県支出金 �1,095,160 途���13,151 ��ﾃ��づ3���7.1 佗�7�9�9�7�>�*韜竸)*隶ﾘ��ﾈ馼ｼiN�2�E�b颱��ｨｨ��ｸ峪�I�倡ｹ�ﾙ9��餔X馼ｼiN�纉�"�ﾊyN�%�<i^(����(馼ｼiN�2ﾃS���ｴ霈h辷�ﾅ�&闔hﾍ冽����(馼ｼiN�"ﾃ鼎2�5�4��ｸ8ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｹF位ﾘ馼ｼiN��#b�5�4��ｸ8ｸ5ﾈ�ｸ5h888ｸ8��ｸ4ｨ�ｸ���位Hｸh馼ｼiN��;�;�8孜Iｸﾘx辷�馼ｼiN����

15財産収入 �30,843 ���"� �3�ﾃイ2�0.2 ��

16寄附金 �1 ����� ���0.0 ��

17繰入金 �486,156 �2��� 鼎ッﾃ�Sb�3.1 ��

18繰越金 �80,000 ��絣�62,542 ��C"ﾃSC"�0.9 ����7案ｨ葎ｾ�c"ﾃSC"�

19諸収入 �154,192 ����� ��SBﾃ��"�1.0 ��

20市債 �3,052,529 ��偵r�13,000 �2ﾃ�cRﾃS#��19.5 僞�iE��ｩ�餔X馼ｼb慰ﾈ司E�;��餔R唐ﾃ����ｸﾙEhﾕﾙ&霎hｮ餉Y�餔X馼ｼh�#B經���ﾊx�9}�;做ﾙ�ﾉnﾈ岔�ﾈ､ｩ�ﾘ馼ｼcrﾃC���ﾊyN�%�<i^(����(馼ｼc�ﾃ#���

歳入合計 �15,498,000 �������193.565 ��Rﾃc��ﾃScR�100.0 ��

一般財汲 区分 壷Lｨﾞ�ﾋ��9,750,598 田"纈�62,542 湯ﾃ��2ﾃ�C��62.5 ��

特定財源 迭ﾃsCrﾃC�"�37.1 ��3���#2�5,.878,425 �3r絣� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ�ﾋ��4,151,075 �#b繧�62,967 釘ﾃ#�Bﾃ�C"�26.9 ��

依存財源 免ﾂﾃ3Cbﾃ�#R�73.2 ��3�ﾃS唐�ll,477,523 都2��� 



(歳出) 款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c�ﾘb��合計 �(単位:千円,%) 補正_の内容 

金~額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1議会費 ���2ﾃScB�1.2 ��183,564 ���"� 

2総務費 �"ﾃ��"ﾃ�#r�14.1 �2ﾃ�s2�2,195,300 ��B���次世代エネルキ●-導入促進事業2β43 中央交流センター開設経費230 

3民生費 �2ﾃcc�ﾃSC��23.6 ��ﾃ都b�3,662,525 �#2�2�軽度.中等度難聴児補聴器助成事業127 療育事業特別会計繰出金1,387 生活保護適正実施推進事業462 

4衛生費 �"ﾃ���ﾃS�2�12.9 ��2,000,513 ��"繧� 

5労働費 免ﾂﾃS�"�0.1 ��ll,582 ����� 

6農林水産業費 鉄3づs���3.5 田づ�s��606,862 �2纈�地元産レシピ集作成事業1,200 鳥獣害防止施設整備事業補助金480 農業.農村活性化推進施設等整備事業補助金8,868 農業基盤整備促進事業40.000 牛之江地区基盤整備事業▲5.000 農業農村整備事業負担金(広域農道整備)9,325 農業農村整備事業負担金(川南は場整備)62 農業農村整備事業負担金(農村災害対策整備)▲4,500 有害鳥獣捕獲対策協議会運営補助金239 県営林道舟川野下線開設事業7,397 県費単独補助治山事業5,000 市来漁港汝深事業5,000 

7商工費 �#�Bﾃ田��1.5 �3�R�205,276 ���2�羽島崎展望施設等整備事業315 

8土木費 ��ﾃcッﾃ�C��10.9 涛"ﾃ�#��1,778,168 免ﾂ�2�市道永山錬道路維持事業10,000 市道酉岳2号線道路改良事業25,000 市道小薗線道路改良事業16,000 市道大薗河内線道路改良事業10,000 市道小中原線道路改良事業10,000 常時浸水危険住宅移転等事業補助金2,920 郷野原住宅水洗化事業18,100 

9消防費 鉄#�ﾃ3#B�3.4 鼎���520.724 �2�2�消防施設維持補修費400 

10教育費 �"ﾃ#3bﾃs�R�14.4 �#rﾃc���2,264,315 ��B紕�スクール,y-シャルワーカー実践研究事業7 道徳教育総合支援事業600 語学指導外国青年招致事業877 旭小学校改修事業26,000 スクールカウンセラー派遣事業126 

11災害復旧費 �3R�����0.2 ��35,000 ���"� 

12公債費 �"ﾃ#�rﾃs3b�14.3 ��2,217,736 ��B��� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��RﾃC唐ﾃ����100.0 ���2ﾃScR�15,691,565 ������� 
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一般会計補正予算(第1号)性質別比較表

区分 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第1号) 俘xﾇb�忠%�献ｩ�x冷ﾂR���I�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 務 的 経 費 ��ﾈﾈ���3,041,885 ��偵b�82 �2蔕鳴纉cr�19.4 佩ｨｧx轌;�､���)D顯Y'h馼ｼc�"�

扶助費 �"ﾃS唐ﾃ����16.8 ��#r�2,598,308 ��b綯�軽度.中等度難聴児補聴器助成事業127 

公債費 �"ﾃ#�rﾃs3b�14.3 ��2,217,736 ��B��� 

計 途ﾃゴrﾃ��"�50.7 �#���7,858,011 鉄���� 

潤 費 的 経 費 兒以���1,489.790 湯綯�5,703 亦ﾃC迭ﾃC�2�9.5 倬��)�84x6ﾂ�H��;�?ﾉ�9�倬hｼc"ﾃ鼎2�(h匣ﾏ�zﾈ5ｨ985��ｸ､ｩ�ﾘﾆ��#3���hｨ云ｸﾎﾉ4ｹ�8��郢�I�倬hｼcCc"�&靈8蝌8ﾈ5h78�ﾞﾉ�ﾈ馼ｼc�3��5�4��ｸ8ｸ5ﾈ�ｸ5h888ｸ8��ｸ4ｨ�ｸ���位Hｸh馼ｼcr�;�;�8孜�ﾘﾘx辷�馼ｼc33B�ﾎｨｧx轌;�､���)D顯Y'h馼ｼcs�2�5�4��ｸ8ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｹF位ﾘ馼ｼcB�

維持補修費 �##"紊s��1.4 鼎���222,878 ��紕�消防施設維持補修費400 

補助費等 ��ﾃ3��ﾃ�#R�8.5 ��ﾃ#�B�1,312,339 唐紕�地元産レシピ集作成事業270 有害鳥獣捕獲対策協議会運営補助金239 羽島崎展望施設等整備事業315 道徳教育総合支援事業266 語学指導外国青年招致事業2 スクールカウンセラー派遣事業122 

計 �2ﾃ�#2ﾃ3�2�19.5 途ﾃ3�r�3,030,710 ��偵2� 

そ の 他 の 経 費 ���xｾ��238,537 ��綯� �#3づS3r�1.5 ��

投資.出資.貸付金 ��ﾃ����0.0 ��1,910 ����� 

繰出金 ��ﾃ�迭ﾃSS��7.7 ��ﾃ3ビ�1,196,946 途綯�療育事業特別会計換出金1β87 

計 ��ﾃC3bﾃ��b�9.3 ��ﾃ3ビ�1,437,393 湯��� 

投 質 的 経 費 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��3,135,799 �#��"�184,652 �2�3#�ﾃCS��21,2 �+偬)�)f育韈ｹ�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ�C���E�b颱��ｨｨ��ｸ峪�I�倡ｹ�ﾙ9��餔X馼ｼi^(�ｾ�づツ��E�hｮ餉Y�餔Y�9�倬hｼcC�ﾃ����D颱hﾕﾙ&霎hｮ餉Y�餔X馼ｼh�3Rﾃ����E�iE��ｩ�餔X馼ｼiX�%8ｾ�慰ﾈ司E�;��餔R湯ﾃ3#R�E�iE��ｩ�餔X馼ｼiX�%8ｾ���ﾉ>ﾈ-��ｩ�餔R田"�E�iE��ｩ�餔X馼ｼiX�%8ｾ�右��ｨﾝ�･��鞜I�餔R��3BﾃS���ﾊx�9}�;做ﾙ�ﾉnﾈ岔�ﾈ､ｩ�ﾘ馼ｼcrﾃ3途�ﾊyN�%�<i^(����(馼ｼcR������9x飴俟��囘�馼ｼcRﾃ�����9;�伜(ﾘﾉ;刋�ｸ鰄馼ｼc��ﾃ�����9;�=�ｧ�(ﾘi�ﾉ;刋亜ﾉ|x馼ｼc#Rﾃ�����9;傅ﾈ���ﾉ;刋亜ﾉ|x馼ｼc�bﾃ�����9;��X尨憖>��ﾉ;刋亜ﾉ|x馼ｼc��ﾃ�����9;傅ﾉ(hﾋI�ﾉ;刋亜ﾉ|x馼ｼc��ﾃ�����ﾘ鳬�ｩ�Xｮｸﾊ�ｩ�闕ｩ5ﾙ9倬hｼi^(�ｾ�"ﾃ�#��ｻﾙnﾈﾋH����Y�H嶌馼ｼc�づ����願抦ｧxﾕｨ淙�8馼ｼc#bﾃ����

災害復旧事業費 �3Rﾃ����0.2 ��35,000 ���"� 

計 �2��s�ﾃs湯�20.4 ��ィﾃcS"�3,355,451 �#�紕� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �15,498,000 �������193.565 ��Rﾃc��ﾃScR�100.0 ��



平成25年度　療育事業特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円,%)

衣 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c�ﾘb��合計- 僞靖正の内容 
金飯 俔ﾉ�ﾉNB�&& 仞�ｧ｢�構成比 

1事業収入 ��ゅS迭�90.3 ��18,595 】 塔B綯�ﾂ�】 

2繰入金 �"ﾃ��2�9.7 ��ﾃ3ビ�l3,390 ��R紕�-般会計繰入金1,387 

3繰越金 ���0.0 ��1 ����� 

4諸収入 ���0.0 ��1 ����� 

歳入合計 �#�ﾃc���100.0 ���3ビ�21,987 ������� 

(歳出) 款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��Fﾈﾘb��合計 �(単位:千円,%) .補正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1総務費 ��rﾃ332�84.1 ��17,333 都ゅ�� 

2障害児通所支援事業費 �2ﾃ�cr�15.4 ��ﾃ3ビ�4.554 �#�縒�療育園整備経費1,387 

3予備費 �����0.5 ��100 ��ﾃR� 

歳出合計 �#�ﾃc���100.0 ��ﾃ3ビ�21,987 ������� 
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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,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 做ｩ�8ｧ｢�計 

13国庫支出金 ��&闔h,ﾈﾋ8ｴ9}X鳧ﾏ�WHｾ���hｴｲ俥��ﾘ攣uﾈ螽�����0 塔�ﾃ塔R�8l,985 

(2)国庫補助金 俛�,ﾈｽ亶ﾘﾆ���鞜H,Y&闔hﾆ��,ﾈｨ��ｸ嶌,hﾍ冽�,ﾉ�頽�/��ﾘ.�+ﾘ-�,����ﾘ+8.｢�

①総務費国庫婿助金 �+ﾘﾏ�WHｾ��ｸﾙ�,ﾈﾆ���鞜H,僵ｨ**I,x��+X+ﾘﾏhｺH馼ｼi9�,ﾉ&饑ｹX��ｸｧｨ,ﾃ葵B�
程度が交付され､建設地方債の発行対象経費となる地方単独事業に充当で きる○ 

(交付金算定方鼓) 
･交付金対象地方負担額:102,482千円 

･交付率ニ0,8 

･交付金算定額:81,985千円 

(交付金充当事業) 
L市道永山農道路維持事業.市道酉岳2号線道路改良事業 
･市道小首線道路改良事業.市道大薗河内線道路改良事業 
･市道小中原愚道路改良事業.郷野原住宅水洗化事業 
･旭小学校改修事業 

14県支出金 ��ｴ闌H辷�ﾅ�&闔hﾍ冽����(馼ｼiN��hｴｲ��X蝌ⅸﾔ握�X攣uﾈ螽�����D �"ﾃ鼎2�2,943 

(2)県補助金 ⑤商工費県補助金 �&闔h,俑ｨ+H+X+ﾘ蝌ｼi�Xｻｸ/�辷�+ZHﾍ冽�,ﾉ�頽�/��ﾘ.�+ﾘ-�,俛�,ﾈｽ亶ﾘﾆ���

対策(緊急雇用創出事業)で創設された事業○ 
･充当事業:次世代エネルギー導入促進事業(企業立地対策費) 

(注)国･県支出金等の説明は､歳出ページに記載｡

【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 

2総務費 ��鴿�)�84x6ﾈ8ｸ4ﾘ�ｹ;�?ﾉ�9�倬hｼb��hｴｲ��ﾘﾟH攣uﾈ螽������0 �"ﾃ鼎2�2,943 

(1)総務管理費 唸馼ｼiN�"ﾃ鼎9�x冷���Y{��

(塾企業立地対策費 唳<�.萎�ﾘ｣ｨⅸﾔ丑�y^(�ｾ�"ﾃ鼎9�x冷�

(起薫支援型地域雇用創造事業費補助率100%) 

｢いちき串木野次世代エネルギーパーク｣で企図している再生可能エネル 

守-の導入促進及び再生可能エネルギーを活用した食品産業-の産業観 

光ツアー等のニューツーリズムによる交流人口の拡大を図る○ 
･委託先:合同会社さつま自然エネルギー.新規雇用:1人 

⑩共生協働推進費 ��(h匣ﾏ�ﾋ�5ｨ985��h､ｩ�ﾘﾆ���I�R�-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ螽������0 �#3��230 

･事業費:230千円(消耗品費30､億品購入費200) 

･特定財源ニ- 

本年7月に開設する中央交流センタ-の開設経費 

3民生費 ��ﾇ�7る(i9�7�5�*韜竸)*駢X��ﾈ馼沓��hｴｲ兀�8攣uﾈ螽������0 ��#r�127 

(1)社会福祉費 唸馼ｼiN��#y�x冷姥ﾘ�N��

②障害者等福祉費 唳<�.萎�ﾘ｣ｩj��iN�y^(�ｾ�c9�x冷運(�zc��"��

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度.中等度難聴児の補聴器購入費 
の助成を行う. 
･助成対象者:2人.負担割合:県1/3､市1′3､利用者1′3 

3民生費 ��|8支馼ｼi<�¥ｨ檍ﾇhｫx�ｾ��,x��兀�8攣uﾈ螽������2,003 ��ﾃ3ビ�3,390 

(2)児童福祉費 唸馼ｼiN��ﾃ3ペ�x冷案ｨ�ｾ���

②児童運営費 唳<�.萎�佑｢ﾒ�

本年4月に移転した療育園(栄町16番地)の整備経費に対する療育事業特別 
会計-の繰出金 

3民生費 ���hｨ云ｸﾎﾉ4ｹ�8��郢�I�倬hｼb�,x��兀�8攣uﾈ螽������17.214 鼎c"�17.676 

(3)生活保護費 唸馼ｼiN�Cc)�x冷���Y{��

(∋生活保護総務費 唳<�.萎�ﾋ陶j��iN�伜儻x�ｾ�Cc)�x冷運(�zc���R��

本年8月に実施される生活保護基準見直しに伴う生活保護システムの改修費 
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【歳出】(単位=千円) 

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

6農林水産業費 ��&靈8蝌8ﾈ5h78�ﾞﾉ�ﾈ馼ｼb��hｴｲ僞��ﾘ攣uﾈ螽������0 225 ���#���C���1,200 705 

(1)農業費 唸馼ｼiN���s#���x冷逸8ｾ�#s�H��mYV儂�#��H勾�Y{�3���

(卦農業振興費 唳<�.萎�ｸ#｢ﾒ�

食生活改善推進員､生活研究グループ､農林水産業関係団体､飲食店等と 
連携し､ふるさとの料理を再現するとともに地元産の食材を使用したレシピ集 
を作成し､食のまちづくり.食文化の継承や地産地消を推進するo 
選定委員会開催,レシピ集作成 

②鳥獣事防止施設整備事業補助金(追加)農政課予算書p11 
･事業費:480千円(補助金) 

･特定財蘇:- 

(当初)イノシシ電柵5基×90千円Xl′2-225千円 

(追加)シカ.サル電柵6基×160千円×1′2-480千円 

③農業.農村活性化推進施設等整備事業補助金(新規)農政課予算書p11 �����8,868 40,000 唐ﾃツ��

･事業費:8,868千円(補助金) 

･特定財漁:農林水産業費県補助金5,912千円(補助率1/3) 

大里地区(ほ場面積22ha)の水稲等の作付､収穫を受託する営農組織に対 
し､機械整備に対する補助を行う○ 
･営農組織:大里農作業受託組合 
･機械整備:コンバイン､田植機､トラクターなど 

･総事業費:17,738千円 

･負担割合:営農組続1′2､県1′3,市1/6 

⑦農業施設維持費 ��E�hｮ餉Y�餔Y�9�倬hｼb��hｴｲ僞��ﾘ攤耳蝌ｼhﾆ��ｹuﾈ螽�������40,000 
･事業費:40,000千円(委託料4,500､工事費35,500千円) 

･特定財源:土地改良事業費分担金175千円(3,500千円×5%) 

_農林水産業費国庫補助金22,000千円(補助率55%) 

･工事内容等:牛之江地区(基盤整備)､荒川地区(排水路改修)､ 

羽島地区(農道舗装)､高畠地区(かんがい用水源施設改修) 
川北ヰ都や組.山元.中ノ平地区(農道舗装) 

②牛之江地区基盤整備事業(減額)農政課予算書p11 �#Rﾃ����▲5,000 �#�ﾃ����

･事業費:▲5,000千円(工事費) 

･特定財源:土地改良事業債▲4,500千円 

当初予算計上分25,000千円のうち5,000千円を農業基盤整備促進事業(補助 

事業)に変更 

⑨土地改良事業費 ��E�iE��ｩ�餔X馼ｼiX�%8ｾ�慰ﾈ司E�;��餔R忠,x��僞��ﾘ攣uﾈ螽������8,100 湯ﾃ3#R�17.425 
･事業費:9,325千円(負担金) 

･特定財濠:土地改良事業債8,900千円(合併特例事業債) 

(当初) 

H25総事業費40,000千円負担率20.25%橋梁耐震補強工事(下部) 

(変更) H25総事業費85,000千円負担率20.50%橋梁耐震補強工事(下部.上部) 

②農業農村整備事業負換金(川南ほ場整備)(追加)産業経済課予算書p11 �2ﾃ��2�BﾃS���62 ▲4,500 �2ﾃピR���

･事業費:62千円(負担金) 

･特定財源:- 

H25総事業費25,000千円負担率変更(15.25%-15.50%) 

③農業農村整備事業負担金(農村災害対策整備)(減額)農政課予算書p11 
･事業費:▲4,500千円(負担金) 

･特定財振:- 

当初､県により農村災害対策事業の調査を発注し､市が25%負担することとさ 
れていたが､国の防災.滅災事業の拡充により全額県費で実施することとな 
り､市負担金の減額○ 
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【歳出】(単位:千剛 

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

6農林水産業費 ��tﾈ駟+偬)]�ﾉ�鞜Hｺhｶ8檍戊�9^(�ｾ���hｴｲ僞��ﾘ攣uﾈ螽����"�0 �#3��239 

(2)林業費 唸馼ｼiN�#3��x冷運(�ｾ���

②林業振興費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

鳥獣書の被害防止のため､国が創設した｢鳥獣被害防止緊急捕藤等対策事 
莱(平成24年度国の補正予算)｣に基づき､市町村単位に設置される協議会 
に対する運営補助金○ 

※国の事業は､市独自の有害鳥獣捕獲事業補助金とは別に,猪､鹿､猿など 
は8千円加算され､県協議会から市協議会を通じて会員に交付される○ 

④林道費 ��ﾊx�9}�;做ﾙ�ﾉnﾈ岔�ﾈ､ｩ�ﾘ馼ｼb�,x��伜仂hﾆ��ｹuﾈ螽����"�2,982 途ﾃ3途�10.379 
･事業費:7.397千円(用地費7,287､楯償費110) 

･特定財源:林道整備事業債7,400千円(辺地対策事業債) 

県の林道開設事業の進捗に合わせ､関連経費の追加亡 

(9治山費 ��ﾊyN�%�<i^(����(馼ｼb��hｴｲ伜仂hﾆ��ｹuﾈ螽����"�0 迭�����5,000 

･事業費:5,000千円(委託料300､工事費4,700) 

･特定財源:林業費分担金250千円(5,000千円×5%) 

農林水産業費県補助金3,500千円(補助率70%) 

治山事業債1,200千円 

･施工箇所:川上柿内ケ原地区 

6農林水産業費 ���9x飴俟�?�U倬hｼb��hｴｲ��X蝌ⅸﾔ握�X攣uﾈ螽����"�0 迭ﾃ����5.000 

(3)水産業費 唸馼ｼiN�Rﾃ����x冷慰磯iN��

(卦漁港管理費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

本市が管理している市来漁港内の堆砂の除去○ 

7商工費 ��秤8xﾞ�5yeﾘ郢�ﾙ9��餔X馼ｼb��hｴｲ��X蝌ⅸﾔ握�X攣uﾈ螽����2�0 �3�R�315 

(1)商工費 唸馼ｼiN�3�Y�x冷虻ｹ�X��?ﾈｾ���

③観光費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

現在､県が進めている｢羽島崎展望施設等整備事業(トイレ新築工事など)J 
に伴う給水加入金の計上q 

8土木費 ���9;�伜)�ﾉ;刋�ｸ鰄馼ｼb��Hｺ2�7冦�ｹuﾈ螽����2�0 ���ﾃ����10,000 

(2)道路橋梁費 唸馼ｼiN���ﾃ����x冷慰磯iN��

①道路維持費 唳<�.萎�ﾋ陶�ﾙk�N��ﾌ竸(�ｾ�r�����x冷�&闔h,ﾈﾋ8ｴ9}X鳧ﾏ�WHｾ���

･工事内容等:牛之江地区､側溝布設.舗装工事L-250mW-4.0m 

②道路新設改良費 ���9;��ﾈｧ�(ﾘiE�;兀弌ﾉ|x馼ｼb��hｴｲ�7冦�ｹuﾈ螽����2�0 �#Rﾃ����25.000 
･事業費:25,000千円(委託料10,000､工事費15,000) 

･特定財源:総務費国庫槍助金17.500千円(地域の元気臨時交付金) 

･工事内容等:上石野地区､軌量L-300m､改良工事L-150mW-5.5m 

②市道小菅農道路改良事業(新患)土木課予算書p13 ���16,000 ��bﾃ����

･事業費:16,000千円(工事費10,000､用地費3,000､補償費3,000) 

･特定財源:総務費賃庫補助金11,200千円(地域の元気酷時交付金) 

･工事内容等:小薗~地区､改良工事L-35mW-5.0m 

③市道大薗河内麓道路改良事業(新規)土木課予算書p13 ���10,000 ���ﾃ����

･事業費:10,000千円(工事費) 

･特定財甑:給務費国庫檎助金7,000千円(地域の元気臨時交付金) 

･工事内容等:大首.河内地区､改良工事L-100mW-5.0m 

④市道小中原農道路改良事業く追加)土木課予算書p13 ��R�����10,000 �#Rﾃ����

･事業費:10.000千円(工事費) 

･特定財源:給務費国庫補助金7,000千円(地域の元気臨時交付金) 

･工事内容等:中原地区､改良工事L-240m(当初140m)W-5.5m 
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【歳出】(単位:千円) 

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

8土木費 ���ﾘ鳬�ｩ�Xｮｸﾊ�ｩ�闕ｩ5ﾙ9倬hｼi^(�ｾ���hｴｲ�78�8ﾇh柯攣uﾈ螽����B�0 �"ﾃ�#��2,920 

(5)都市計画費 唸馼ｼiN�"ﾃ�#��x冷運(�ｾ���

(丑都市計画総務費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

･住宅かさ上げ工事費補助(宅地造成費補助) 

･補助限度額:1m2当たり8,000円 

･対象戸数:2戸.対象面積365m2 

8土木費 ��ｻﾙnﾈﾋH����Y�H嶌馼ｼb��hｴｲ�78�8ﾇh柯攣uﾈ螽����B�0 ��づ����18,100 

(6)住宅費 唸馼ｼiN��づ����x冷���Y{���Hﾔ磯iN��rﾃS���x冷��

a)住宅管理費 唳<�.萎�ﾋ陶�ﾙk�N��ﾌ竸(�ｾ��2ﾃsズ�x冷�&闔h,ﾈﾋ8ｴ9}X鳧ﾏ�WHｾ���
･対象戸数:4棟24戸 

9消防費 ����f育ｹ�ﾘ査鰮^(�9N�,x��傲�f曳ｹYIuﾈ螽����B�1,700 鼎���2,100 

(1)消防費 唸馼ｼiN�C���x冷咽9�Y{��

③消防施設費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�
･いちき分遣所の漏水補修 

10教育費 ��5�4��ｸ8ｸ5ﾈ�ｸ5h888ｸ8��ｸ4ｨ�ｸ���位Hｸh馼ｼb�,x��乂xﾕｨｻ8支攣uﾈ螽����R�1,653 途�1,660 

(1)教育総務費 唸馼ｼiN�y�x冷蔭�mYV儂��

④教育振興費 唳<�.萎�ﾋ鐙ｻ8孜N�x勾�Xｾ�y�x冷��8ｧ｢��

県交付決定による追加8 

②道徳教育総合支援事業(新規)学校教育課予算書p15 ���600 田���
･事業費:600千円(謝金266､旅費178､その他156) 

･特定財源:教育費県委託金600千円(全額) 

学習指導要領に基づいた道徳教育の質の向上とその一層の充実を図るため 
に､2か年事業で講演会,研究公開などを実施, 

6)語学指導外国青年 ��ﾎｨｧx轌;�､���)D飩�'h馼ｼb�,x��乂xﾕｨｻ8支攣uﾈ螽����R�4,870 塔sr�5,747 

招致事業費 唸馼ｼiN�ピy�x冷閲yN��唔OYV俎y?ﾉN�H+ｸ,ﾉ�ﾃィ��

･特定財蔽:- 

語学指導外国青年(ALT)の交代に伴う経費○ 

10教育費 ��願抦ｧxﾕｨ淙�8馼ｼb��hｴｲ��ﾙk�攣uﾈ螽����R�0 �#bﾃ����26,000 

(2)小学校費 唸馼ｼiN�#bﾃ����x冷慰磯iN��

①学校管理費 唳<�.萎�ﾋ陶�ﾙk�N��ﾌ竸(�ｾ��づS���x冷�&闔h,ﾈﾋ8ｴ9}X鳧ﾏ�WHｾ���

平成24年度3月補正で計上した旭小学校改修事業(44,000千円うち補助分 
30,000千円繰越明許費設定)は､当初､国の補正による｢森林整備加速化. 

林業再生事業｣により実施する予定であったが､最終的な国との調整で補助 
対象外であることが判明し､補助対象分を計上○ 

工事内容等:外壁改修､壁構造補強､床張菅等 

10教育費 ��5�4��ｸ8ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｹF位ﾘ馼ｼb�,x��乂xﾕｨｻ8支攣uﾈ螽���ﾃR�823 ��#b�949 

(3)中学校費 唸馼ｼiN��#i�x冷雲��N��#*I{yN���

②教育振興費 唳<�.萎�ﾋ鐙ｻ8孜N�x勾�Xｾ��#i�x冷��8ｧ｢��

県交付決定による追加. 

◎療育事業特別会計　6月補正予算の概要

【歳出】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

款 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�既定額 竸)�8ｧ｢�計 

2障害児通所支援 ��|8支ﾙ��騅(ﾆ���8攣uﾈ螽���r�0 ��ﾃ3ビ�1.387 

事業費 唸馼ｼiN��ﾃ3ペ�x冷咽9�Y{��ﾃ���H壑V俎y?ﾉN�3S�H+ｸ,ﾉ�ﾃ3r��

･特定財源:- 

本年4月に移転した療育園(栄町16番地)の整備経費 
･整備内容:フェンス.砂場設置､給水設備設置､倉庫設置等 
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