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平成25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｢�禰正予算額 佗b�括要 

般会計 ��Rﾃc#�ﾃ#���759,950 ��bﾃ3��ﾃ�S�� 

簡易水道事業特別会計 鼎�づャ2� 鼎�づャ2� 

国民健康保険特別会計 釘ﾃCCRﾃCsB�3,550 釘ﾃCC津�#B� 

公共下水道事業特別会計 田sづ#32� 田sづ#32� 

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�30,254 �2ﾃSC�ﾃSC2� 

国民宿舎特別会計 田2ﾃss��900 田Bﾃcs�� 

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S#�� �#�ﾃS#�� 

後期高齢者医療特別会計 �3sづSS"�568 �3s津�#�� 

合計 �#Rﾃ�cBﾃs�r�795,222 �#Rﾃ鉄津�#�� 

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�鯖雲 

衣 道 辛 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 �3��ﾃ�3B� �3��ﾃ�3B� 

支出 �3��ﾃCcr� �3��ﾃCcr� 

差引 ��ﾃ3cr� ��ﾃ3cr� 

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� ��3�S2ﾃゴr� 
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平成25年度一般会計補正予算(第3号)構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 刳�阯¥算額 剔щﾊ(第3号) 凩�ﾇb�做ｩ�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�&& 鍛｢�構成比 

1市税 �3,050,373 ��偵R� �2ﾃ�S�ﾃ3s2�18.6 ��

2地方譲与税 �132,773 ��纈� ��3"ﾃss2�0.8 ��

3利子割交付金 凾�566 ����� 釘ﾃScb�0.0 ��

4配当剖交付金 �1,070 ����� 亦ﾃピ��0.0 ��

5要式専管所得慧 �534 ���ｳ�� 鉄3B�0.0 ��

6地方消費税交付金 �269,010 ��縒� �#c津����1.6 ��

7自動事取得税交付金 �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 �5,129,800 �3"繧�73,544 迭ﾃ#�"ﾃSCB�-31.8 儿�,ｨﾏ�WI�Ss2ﾃSCB�

iO芸驚け誓#慧 �7,000 ����� 途ﾃ����0.0 ��

11分担金及び負担金 �177,158 ����� ��srﾃ�S��1.1 ��

12使用料及び手数料 �172,777 �����938 ��s2ﾃs�R�1.1 从ｸﾘy�ﾈ支ｭ俶yw�ｼﾃ�3��

13国庫支出金 �1,732,144 免ﾂ���233,028 ��ﾃ田Rﾃ�s"�12.0 倬�;iWﾙwｸ詹9iN�����檍��gｹ�饉从ｸﾘxﾏ�WHｾ��2�ｧxﾕｨ郢�ﾙ,陝ﾉ��ﾏ�WHｾ�#���476 320 232 

14県支出金 �1,108,311 途���136,963 ��ﾃ#CRﾃ#sB�7.6 �6Hｸ)zy&�&闔i�鞜Hﾏ�WHｾ����髯8xﾊy&闔i�Xｻｹ�I�倬hｼiN���]ｸ支贓9傀袷h淤wY}X鳧ﾔI~�馼ｼiN��B��厭��餔X���ﾈ峇驀�ｼhﾜI�h馼ｼiN�#2�Di&ﾘ�辷�_��x,8*ﾘ.�8(6h8ｸ馼ｼiN��247 200 870 500 146 

15財産収入 �30,843 ���"� �3�ﾃイ2�0.2 ��

16寄附金 �1 ����� ���0.0 ��

17繰入金 �415,791 �"縒�▲10,000 鼎�Rﾃs���2.5 倡ｹ�ﾙ�餔Xｮ霎�ﾄｩ?ﾈｾ��3��ﾃ����

18繰越金 �142,542 ��纈�503,469 田Cbﾃ����3.9 ����7案ｨ葎ｾ�S�2ﾃCc��

19諸収入 �154,192 ���;��7,208 ��c�ﾃC���1.0 �靜ﾉ]ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇh暹D�7云Hｭ(ｾ��"�ﾎ8ｯｨﾘ):��(�9|9<�¥ｨ檍ﾇh暹D�7云Hｭ(ｾ�S"�ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9*ﾉ�ｨﾜ餒�ｹWIN��%8ｾ�Bﾃcヲ�暹D�7云Hｭ(ｾ���ﾘﾘy�ﾈ支ｭ��駢ｨﾏYJﾙ6IHI6H�?ﾃ"ﾃCSR�

20市債 �3,065,529 ��偵b�▲185,208 �"ﾃャ�ﾃ3#��17.6 仭盈穎ﾉ*����ﾟXﾅｹ9弌ﾈ�99倬hｼc"ﾂ�臺h�Lｸ��ﾙ�z�y�hｴﾉD�佶ｩ�ﾘ馼ｼh�3��ﾂ��9;佗��Xﾞ(岑�ｸ淤|x馼ｼc��陳��9;倩H�(ｹｸ淤|x馼ｼc�ﾂ�ｸｸﾘy_�xｭ��餔X馼ｼh�3#�rﾂ�900 500 200 500 300 

歳入合計 �15,621,200 免����759,95& ��bﾃ3��ﾃ�S��100.0 ��

-般財振 区分 �ｩLｨﾞ��R�9,742,775 田"紕�581,766 ���ﾃ3(.�SC��63.0 ��

特定財疲 迭ﾃピづC#R�37.6 ��sづ�ィ�6,056,609 �3r��� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ��｢�4,143,677 �#b絣�501,615 釘ﾃcC｣Rﾃ#�"�28.4 ��

依存財痕 免ﾂﾃCsrﾃS#2�73.5 �#Sづ33R�ll,735,858 都�綯� 



(歳出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

衣 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�價��2��c8ﾘb��合計 剳竦ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�&�I"�構成比 

1歳会費 ���"ﾃCs��1.2 ��182,470 ����� 

2総務費 �"ﾃ�sRﾃ都R�13.9 �3�B�#Cr�2,480,222 ��R���串木野庁舎北側監喜場整備費1.300 郷野原住宅跡地の地籍測長図等作成費1,000 串木野庁舎床蛋香等改修事業3,000 市債管理基金積立金330,000 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金▲34,080 交涜センター維持論修費1,200 自治公民館建設整備事業靖助金1,747 

3民生費 �2ﾃcSRﾃ3ィ�23.4 鉄rﾃS���3,712,895 �#"縒�認知症支援体制づくりモデル事業146 保育士等処遇改善臨時特例事業14,870 子ども.子育て支壌事業41 児童扶養手当給付費4,430 生福保育所運営費12,736 国県支出金返還金25,288 

4衛生費 ��ﾃ涛�ﾃ�#��12.7 途ﾃ��r�1,998,138 ��"�"�国産支出金返還金1,117 市営基地維持補修費5,000 地域清掃等に係る収集経費1,000 

5労働費 免ﾂﾃS�"�0.1 釘ﾃsC��16,322 �����勤労青少年ホーム結持補修費4,740 

6農林水産業費 田�"ﾃSC��3.9 �3Rﾃ�3��637,671 �2纈�農莫施設維持費6.000 農業農村整備事業環境情報協議会開催経費12 農地.水保全管理支払交付金負也金210 森林整備加速化.林業再生事業補助金23,500 市有林管理費3,000 林道維持省修費2,000 公共治山林道協会負担金168 市来漁港看板設置費■240 

7商工費 �#�2ﾃc�2�1.3 ��ﾃcS��205,263 ���2�沖ノ浜公衆トイレ維持靖修事業750 国民宿舎特別会計繰出金900 

8土木費 白縱s�ﾃン��ll.3 �#��ﾃC���2,062,381 ��"綯�市道別府上名線の訴訟経費431 道路維持費17,800 市道須納瀬.迫愚維持事業7,800 市道ロ之町9号最終持事業14,500 市道中道.石坂最維持事業12,500 市道金山線維持事業3,000 市道海頼坂下歳改良事莞115,000 市道別府島平轟改良事業9,900 市道平江1号線改良事業7,000 市道段之山線改良事業12,500 市道袴田2号舞改良等乗22,200 市道旧国道為改良事業8,250 市道野元平江農改良事業1.800 市道都心一島平象改良事業1,760 道路新設改良費2,000 交通安全施設事業費3,000 河川維持費9,400 オコン川茨沫事業5,ODO 公園維持婿修費500 市営住宅維持槍修費2,400 住宅リフォーム手蔓槍助金30,000 ウッドタウン設計委託料1,250 ウッドタウン住宅建設事業2,500 

9消防費 鉄��ﾃ3ィ�3.3 �3rﾃ����549,194 �2紕�消防水利(防火水槽)整備事案▲3,770 防災無線戸別受信機購入事業41,580 

io教育.餐 �"ﾃ#S"ﾃc�B�14.4 �#�ﾃ#SB�2,273,858 ��2纈�スクールバス運行事業634 市来地域公民館駐車場整備事美4,100 あいさつ運動推進経費400 パークゴルフ場監事場整備事業10,120 体育施設維持箱修費1,000 少年用サッカーゴールポスト等購入事業2,500 学校給食センター維持補修費2,500 

11災害復旧費 �3Rﾃ����0.2 ��35,000 ���"� 

12公債費 �"ﾃ#�rﾃs3b�14.2 ��2,217,736 ��2絣� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��Rﾃc#��#���100.0 都S津鉄��16,381,150 ������� 
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一般会計補正予算(第3号)性質別比較表

区分 刳�阯¥算額 剞ｴ正(第3号) 俘xﾇb�忠%�献ｩ�x冷ﾂR���Hｼｨ,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 務 ��ﾈﾈ���2,973,667 ��偵��470 �"ﾃ都Bﾃ�3r�18.2 倡�,x.�韈�支,H辷�馼ｼc�#b�]ｸ支贓9傀袷h淤��}X鳬<�~�馼ｼc3CB�

的 塞 費 儻ﾘ�N��2,598,308 ��b綯�4,430 �"ﾃc�"ﾃs3��15.9 倬�;iWﾙwｸ詹9hｸｹWIN�.�C3��

公債費 �"ﾃ#�rﾃs3b�14.2 ��2,217,736 ��2絣� 

計 途ﾃsヲﾃs���49.9 �.�����7,794.611 鼎r綯� 

捕 費 的 経 費 兒以���1,495,493 湯綯�21,934 白ﾃS�rﾃC#r�9.3 佝I���xﾎｨﾇﾈﾇﾈ��ﾆHﾇ�>��ﾉN��ﾃ�eﾒ�]ｸ支贓9傀袷h淤��}X鳬<�~�馼ｼc������,x.�韈�支,H辷�駟�c��ｬC��3ｸﾜ�<Yj��5�4��ｸ8ｸ�ﾈ*ﾘ5�鞅8馼ｼcc3B�*�*(+8,(暮:��I�佝�����晳D駢�5H6(4ｨ�ｸ58�ｸ8ｸ7ﾈ5�6y9俎y?ﾈ馼ｼc"ﾃS���

護持葛修費 �##"ﾃピ��1.4 鉄rﾃ�3��280,708 ��縒�蓋賢童…喜… 沖ノ浜公衆Hレ維持靖修事業750 道路推持費17,800 交通安全施設事業費3,000 芸'a琵嘉修費9霊: 琵琶慧省修費……喜…… 

祷助費等 ��ﾃ3�"ﾃ33��8.4 都�ﾃ�C��1,383.488 唐紕�国県支出金返還金26,405 罷知症支援体制づくりモデル事業102 保育士等処遇改善臨時特例事業宿助金1も345 子ども.子育て支援事業▲93 農業農村整備事業衆舞情報協議会開催経費12 農地.永保全管覆支払交付金負担金210 公共治山林道亀会負担金168 住宅リフォーム事異論助金30,000 

計 �2ﾃ�3�ﾃs���19.4 ��S�ﾃ��2�3,181,623 ��偵B� 

そ の 他 ���xｾ��238,537 ��絣�296,000 鉄8.�S3r�3.3 倡8ﾜ(ｬyyﾘｮ霎�嫉zxｾ�33�ﾃ�����駮ｹ)���郢�ﾙzy&��鞜I9佰�WHｾ�ｮ霎���xｾ��39=C����

投資.出資.貸付金 ��ﾃ����.0.0 ��1,910 ����� 

の 経 費 估ｨ�ｾ��1,194,881 途綯�900 ��ﾃ�迭ﾃs���7.3 俛�j�溢�<�¥ｨ檍ﾇhｯH�ｾ�����

計 ��ﾃC3Rﾃ3#��9.1 �#澱ﾃ����1,732,228 ���綯� 
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投 餐 的 覆 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��3,320,451 �#��2�307,237 �2ﾃc#rﾃcモ�22.2 仭盈穎ﾉ*����*8ﾘ�9弌ﾈ�8馼ｼc2�齪��ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼ｼi9飲Xｾ�ﾂ��厭��餔X���ﾈ峇驀�ｼhﾜI�izio)^(�ｾ�#2��9;��ｹEｹ�2�,y�査鰄馼ｼcr��9;佰ｹEi*ﾃ俘i�ﾈﾆ�ﾘ馼ｼc�B��9;�(i;帝�鞐(ﾜ闕ｸ鰄馼ｼc�"��9;仞��)�偃h鰄馼ｼc2��9;丶9�8ﾞ(岔E�ﾉ|x馼ｼc��R��9;兔ｩWｹ8y[ﾙE�ﾉ|x馼����9;兌ﾘﾕﾓ�ﾘi�亜ﾉ|x馼ｼcr��9;儘颱h�)�ﾈ淤|x馼ｼc�"��9;佻�63(ﾘh�淤|x馼ｼc#"��9;从ﾈﾙ�;俘ﾈ淤|x馼ｼc���9;冢ﾈﾋ9[ﾘﾕﾙE�ﾉ|x駟T����9;�79�2�8y[ﾙ�(淤|x馼ｼc��;刋��i�ﾘ淤|yN�"�4�5(99�ﾉ=i�ｸ馼ｼcR�4X6(6�5�4X99�ﾘﾇh勾�Y{���4X6(6�5�4X98��靄ｩ�ﾘ馼ｼc"���f��Yyｉf���Y�R��餔X馼ｼh�32�f胃�k9�ﾈﾌｹ¥ｨ�9�ﾘｴ�ﾗy?ﾉN����9x�&闔hﾏij��)8棈�ｩ�餔Yzi�cB�7��ｸ4�588ｸ7H�ｩ)8棈�ｩ�餔X馼ｼc���000 747 500 800 500 500 000 000 900 000 500 200 250 800 760 000 000 250 500 770 580 100 120 

費 俤�~ｹYﾈｸﾈ馼ｼiN��35,000 ���"� �3Rﾃ����0.2 ��

計 �2ﾃ3SRﾃCS��21.5 �3�rﾃ#3r�3,662,688 �#"紕� 

予備費 �10,000 ��苒� ���ﾃ����0.0 ��

歳出合計 �15,621,200 �������759,950 ��bﾃ3��ﾃ�S��100.0 ��
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春別会計甫正2 5年度

(歳入) 款1 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢���I�8*ﾙ�c�ﾘb停�合計 �(単位:千円,%) 清正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾈ��NB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

l国民健康保険税 鉄sBﾃ鉄"�13.0 ��574.952 ��"纈� 

2使用料及び手数料 鼎��白�0ー0 ��488 ����� 

3国庫支出金 涛��ﾃ#�B�22.0 ��980,214 �#"��� 

4県支出金 �#�づ�C2�4.7 ��208,043 釘縒� 

5疲葺給付費交付金 �#�2ﾃc���6.4 ��.283.691 澱紕� 

6前期高齢者交付金 ��ﾃC��ﾃcs��33.3 ��i.481.670 �32�2� 

7共同事業交付金 鉄3B��唐�12.0 ��534,198 ��"��� 

8財産収入 ��ﾃ#�"�0.0 ��1,282 ����� 

9繰入金 �3s2繝���8.4 ��373,880 唐紕� 

10繰越金 �"�0.0 �2經S��3.552 ��謦�前年鹿換換金3,550 

11諸収入 途ﾃ�C"�0.2 ��7,14之 ���"� 

歳入合計 定.�CCRﾃCsB�loo.0 �2經S��4.449,024 免���� 

(歳‥出) 蕊 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢��%ｹ�2��c�ﾘb��合計 �(単位:千円,%) 清正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1給養費 �3�ﾃ�C2�0.7 ��31,143 ��縒� 

2保険給付費 �2�#(.�#���72.5 ��3,224.280 都"絣� 

3後期高齢者支援金等 鼎�津�S2�9.2 超偵c�2�407,450 湯���後期高齢者支援金等▲1,603 

4前期高齢者納付金等 �#CB�0.8 ��cR�p409 �����前期高齢者納付金等165 

5老人保健拠出金 �#"�0.0 ��22 ����� 

6介護納付金 ��s"ﾃCC��3.9 ��172,440 �2纈� 

･7共同事案拠出金 鉄C�ﾃsC��12.2 ��540,741 ��"�"� 

8保俸事業費 鉄ゅ涛r�1.3 ��58.997 氾2� 

9基金積立金 ��ﾃ#�"�0.0 ��1,282 ����� 

10公債費 ��#��0.0 ��120 ����� 

11藷支出金 釘ﾃ�S"�0.1 擢涛づ��9.140 ���"�国庫支出金等返還金4,988 

12予備費 �2ﾃ��B�0.i ��3,000 ����� 

歳出合計 �.�CCR紊sB�loo.0 �2經S��4.449,024 �����ｳ�� 



春別会計補正

(歳入) 尽喜 弍�.疫ﾈ螽ｧｦﾂ�竸)�2��c�ﾘb��l合計l �(単位:千円,%) l補正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

i 田�偵sC��17.4 ��609,748 ��r�"� 

2使用料及び手教科 都��0.0 ��70 ����� 

3国庫支出金 塔cbﾃ�s2�24.7 ��866.073 �#B絣� 

4支払基金交付金 涛唐經���28.4 ��998,510 �#ゅ"� 

5県支出金 鉄3�經c��15.1 ��531,56g ��R��� 

6財産収入 ���0.0 ��1 ����� 

7換入金 鉄�.�#S2�14.4 ��50も253 ��B�"� 

8段題金 ���0.0 �3�ﾃ#SB�30.255 ��纈�前年庇換越金30,254 

9諸収入 田R�0.0 ��65 ����� 

歳入合計 �2ﾃS���#ヲ�loo.0 �3��#SB�3,540.543 ������� 

(歳出) 衣 弍�.疫ﾈ螽ｧ｣��竸)�2��c�ﾘb��合計 �(単位:千円,%) 粛正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1稔彦費 �3rﾃ3途�i.i ��37,397 ����� 

2保険給付費 �2ﾃC#津ンR�97.7 ��3,429,895 涛b纈� 

3地域支援春美費 鼎�ﾃCc"�1.2 ��41.462 ���"� 

4財政安定化基金 ���0.0 ��1 ����� 

5基金額立金 ���0.0 ��1 ����� 

6公債費 �����"�0.0 ��1.082 ����� 

7苫支出金 鼎S��0.0 �3��#SB�30,705 ��纈�国庫支出金等返還金30,254 

歳出合計 �2ﾃS��ﾃ#ヲ�loo.0 �3��#SB�3,540,543 ������� 
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平成25年度　国民宿舎特別会計補正予算(第1う∃

(歳入) 款 綿ｯ�.疫ﾉ�ﾘｧ｢���Y�2��c�ﾘb��合計 �(革位:千円,%) 清正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�康成比 

1財産収入 ���0.0 ��1 ����� 

2繰入金 湯ﾃss��15.3 涛���10,670 ��b絣�一般会計繰入金900 

3諸収入 鉄B�����84ー7 ��54.800 塔2絣� 

歳入合計 田2ﾃss��100.0 没��64,671 ������� 

(歳出) ,a 弍�.疫ﾉk(ｧ｢���I�2��c�ﾘb��合計 �-(単位:千円,%) 肴正_め内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金~額 坪ｾ�ｧ｢�構成比 

･1国民宿舎事業費 ��"ﾃイB�20.1 涛���13,744 �#��2�国民宿舎岸田等絡修費gOO 

2汲嘉穂設事業費 ����#sb�3.6 ��2,276 �2絣� 

3.基金項立金 ���0.0 ��i ����� 

4公債費 鼎bﾃcS��73.2 ��46,650 都"��� 

5予備費 �"ﾃ����3.1 ��2,000 �2謦� 

歳出合計 田2ﾃss��100.0 涛���64,671 ����鋳��� 
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療特別会計槍正後期高平成25

(歳入) 衣 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c�ﾘb��合計 剞Lし位:千円,%) 補正の内容 

金額 乂ｩ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

･悪霊悪霊嘉 �#c津ゴb�71.3 ��269,B56 都��"� 

2使用料及び手数料 鉄��0.0 ��50 ����� 

3繰入金 ��モﾃ�ィ�28.6 ��108,184 �#ゅR� 

4漁連金 ���0.0 鉄c��569 ���"�前年虎魚担金568 

5誇収入 鼎c��0.1 ��461 ����� 

歳入合計 �3sゅSS"�loo.0 鉄c��379.120 ��ｖ���� 

(歳出) 款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�偬ﾉ�2��c�ﾘb��合計 �(単位:千円.%) 冷正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�辞成比 

l給寮費 �"ﾃ#C"�0.6 ��2,242 ��綯� 

2慧悪霊誓嘉雷雲 �3sRﾃ����99.3 鉄�b�376.325 涛偵2�後期高齢者医療広域連合納付金516 

3諸支出金 鼎S��0.1 鉄"�502 ��謦�一般会計換入金返選金52 

4予備費 鉄��0.0 ��51 ����� 

歳出合計 �3sゅSS"�100.0 鉄c��379.120 白ｓ���� 
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◎一般会計9月粛正予算の概要

【歳入】

義.頑.目 9地方交付税 忠%�献ｩ�x冷��馼ｼikﾂ韶X,育ｹ�ﾈ,ﾉ>�vY9弍�.逢ｨ��9~Hﾇb�

①普萄交付畏(追加)財政畏予算番が 釘ﾃSs津����73,544 釘ﾃcS"ﾃSCB�

(1)砲方交付税 (9地方交付税 冰ﾈｴXｧｦつxﾅ)Uｹ~ﾃ&y?ｩDi��xﾆB�

･基準財政収入額由)2,781,i902,774,1377,353 

･交付基準額仏)-(a)4,828,9324,840,258▲11,326 

･欝整額▲5,0350▲5,035 

9冨畿雲急等慧生霊慧讐慧 
0査鐘監土匿勉匿量幽亀鑑重量Aj遜墜- 
≪主な増減≫ 
･基準財政需要額‥地域の元気づくり軸費40,ill､清掃費▲70,177 

･基準財政収入額個定資産税48.0嘘､市町村交付金▲28,550 

で諾雷神≫`慧警'`一芸慧9讐慧 
･臨時財政対貸借620.427581,71938,708 

計5,449,3594.831,858監呈過払 

12使用料及び手数料 (1)使用料 @教育使用料 ����ﾘy�ﾈ支ｭ俶yw�{��hｫ2坪�9j�5�7ﾈ�ｸ68��uﾈ螽�#��0 涛3��938 

本年10月田鋒予定の幾合体育館の10月から来年3月までの使用軌籍合体育館 の鯉持管理震費に充当○ 

こ13国庫支出金 (2)国庫溝助金 @表音費国庫薪助金 ��ﾘｧxﾕｨ郢�ﾙkhﾄｸ淤��ﾏ�WHｾ��,x��倡9j�5�7ﾈ�ｸ69xｹuﾈ蟀MG���112,473 �#�づ#3"�330.705 

給合体育館貧霞の財務である国願助金交付欽定による追払 
'24年度交付分勧:74,982千円､25年度交付予定分=330.705千円 

≪籍合俸音信の尉怒内訳礎濫費分)≫ 

(財蘇)(当初)(変更)(槻) 
･地金LBZz壁盟主戯遊星遊星 
･地方僚(合辞幹飼事桑碇)1,642,8001,435,5OO▲207.300 

･その他(基金繰入金)80.00070,008▲10,000 

A-鹿財振6,5455,613▲932 

計1.916,8001,916.8OO 

14県支払金 (2)県有助金 ①給養費県溝助金 ��靖zy&��Hｺｹ�ﾈﾟHﾏ�WHｾ�,h����ﾘﾟH攣uﾈ蟀�'���81,700 唐ﾃ#Cr�89,947 

≪充当事業≫(当初)(変幻(増減) ･庶子力発電施設等周辺地域給付金加算事案6,1006,100- 

-薩摩啓英国留学生記念館貧設事薫50,08058.2478.247 

･生福交琉センター改修事黄19,00019.帆- 

･いちき串木野づくし産業まつり事藁給砂金6,6006.608- 

計81,70089,9478,247 

軍監≡≡9&B:噸竃%慧予琴 田BﾃS3��0 塗.�S3��
･消防施設整備事業(消防用ホ-頒)3,2803300- 

･消防永制整備事薫く防火水槽)9,6006,600▲3,000 

･石油貯離設立地対策等交付金基金春立金34,0800▲34,000 

･防灸行政無農戸別受倫挽瞭入牢栗037,脚37,COO 

計弘53064,530- 

◎慮兄島原地域振興推進春美費(薪勅政策監億改悪予算賓p9 �����90.280 涛�ﾃ#���

で笛護昌留学生記念併設事案aa85,0%(矧桝 
･特産品普及香美700 

･鹿児島うんまかもんグランプリ実施事業1,000 

･地元産レシピ条件庶事藁500 

性)国庫.県支出金等の説明は､歳出ページに挽 
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【歳入】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

款.項.良 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 ��Hｼｨｧ｢�計 

19.#^r 宙-陞靜ﾉ]ｸﾊ�4&ﾄｨ檍ﾇh暹D�7云Hｭ(ｾ���hｴｲ佶(ﾔ��ﾙ�从)uﾈ�������0 ��"�12 

(5)雑入 ①雑入 兌ﾙ�ﾃ#ID�7�騏Y]ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇh,ﾉ]Hｭ(ｾ���

⑳後期高齢者医療特別会計過年度返還金(東急)健康増進課予算書p10 ���52 鉄"�

平成24年度後期高齢者医療特別会計の返還金○ 

③後期高停者市町村療養給付費負担金過年度返還金(新規)健康増進課予算書p10 ���4,689 釘ﾃcヲ�

平成24年度後期高齢者市町村療養給付費負担金の返還金o 

◎給合体育館太陽光発電売電収入(新盤)市民スポーツ課予算書plO ���2,455 �"ﾃCSR�

本年10月開館予定の総合体育館の10月から来年3月までの太陽光発電売電収 
入b稔合体育館の維持管理廉費に充当〇年間見込:6,500千円 

20市債 ���8ﾜ"�?�ｧ｢俥��ﾘ攣uﾈ螽������3,065,529 ��3�コﾃ#���2,880,329 

(1)市債 ��ﾘﾘy�ﾈ支ｭ��餔X馼ｼb鞴ih�Lｸ��ﾙ�z�y�hｴﾉD�佶ｩ�ﾘ馼ｼh,�,y^(�馼ｼh,ﾈﾏ�WB�

(D給義鎮 从).�,�.h.俥�ﾋ�+)��9薬�

⑥土木債 ���皦,��ﾘﾋ��"�9h�忠¥�ｒ��ﾘﾋｒ�

⑦教育債 唳_�x郢�ﾙ�餔X馼ｼhﾜ"��ﾘﾘy�ﾈ支ｭ駐�ﾃ�c�ﾃS��ゴ2ﾃ#���3#�rﾃ3���
･英国留学生記念館建設事業債345,700254,200▲9l,500 

･道路整備事業債(海瀬坂下泉)ol09,200109,200 

≪市債残高等(9月補正後見込)≫ 
-市債残高:21,590,946千円(交付税措置率:60%) 

･合併特例事業債活用額:4,040,200千円(活用率:49%) 

(汰)国庫･県支出金等の説明は､歳出ページに記載｡
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【歳出】

義.一宇.日 2籍慕費 倬iOﾉkﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 窒�^��9V��単箆:千円) 計 

(1)給務管理費 ��ｿ盈穎ﾉ*��7X詆ｬHﾘ�ｧｹ���丑�粐粭�ﾈ耳ﾙﾉn刋冰ﾈ精9从｢� ���ﾃ3��OZ,ョoo ･事菜費:1,380千円(債欝科) 

⑤財産管理費 唳<�.萎�ﾍC｢ﾒ�

串木野庁舎北儲監事象(172zG)の額装等の愚費. 

鉢野原住宅跡地の鯛真因等倍疲費陳謝.財政課予算書pll ���1,800 ��ﾃ����

･事業費:1,000千円(委託料) 

･特定財源:- 

舞野原住宅跡地(3,021za)の地項劫丑図等作成委託瓢 

◎串木野庁舎床蛮琴等改修事案(追加)財政課予多軸11 湯�����3.000 ��"ﾃ����

･事桑費:3,000千円(工事費) 

囁走財涙=庁舎整棚,900千円(合併特例事業債) 

1際の床改蔵匿費がこ文寄掛電算機容等の移動が多く,当初計両を上回る見込 みであることから､不足分を計上○ 

◎市庶管褒基金苛立金牌鮎財政課予算零pll ���330,000 �33�ﾃ����

･事業費:330,000千円(名立金) 

･特定財菰:- 

(地方財政臣募7粂概要) 
決等剰余金が生じた場合臥その剰余金のうち1/2以上の金額を窃み立てるか､ 地方債の段上偉選に充当しなければならないo 

･平成24年度美質収支額‥646,011千田 ･積立額(剰余金の処分):330,000千円 

･積立後の市庶管理基金森高見込:1,299,828千円 

◎声油庶離設立鞄封袋等交付金基金積立金(汝輸財政課予算香pll �3Bﾃ����▲34,000 ���

･事異変:▲34,00〇千円(蚕立金) 

'#定財汲=籍蕃費県補助金▲34,080千円(石油貯蔵施設立鞄舞策等交付金) 

平成26.27年度に実施予定である消防救急無農デジ久叫ヒ事藁の財源として､基 金額立をし'打たが..本年度,当該事菜の論功事案滞助率1/2)が創設され､石 油触立地対粟等交付金は翁助事案の併用ができないこ235,ら､交付金の 充当等貴を変更. 

⑳共生協飽推進費 ��ﾏ�ix5ｨ985籀ﾍ�[��ｨ*ﾙ,x���-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ螽ｪ����993 ��ﾃ#���2,193 

･事業費:1,200千円(傷賢科) 

･特定財振:- 

ー内容等:歴島交流セ沖-(空調設備取香).川上交詫センター(蘇天井脚か 

冠岳交流センター(動力ブレーカー修得) 

◎自浄公民焦建設軽粛啓美希助金(薪&)まちづくり防災罷予算勧11 ���1,747 ��ﾃsCr�

･審美費:1,747千円(茶助金) 

･特定財源:- 

(自治公民公民鯨名)籍等粟費補助金額改修内容 
掲小路自治公民館1,250416塵取.外壁の祷修等 

金山自治公民館1,281427屋衣.外壁の甫惨等 

元町自治公民環2,713904虚根.外壁.ト′レ等の禰修 

3民生費 ��ﾙ�ﾌ定ﾊx辷�ｾ�]Hｭ(ｾ�[��况X級O冰ﾈ螽ﾘ��ﾆﾂ�0 �"ﾃcCr�2,647 

(1)社会福祉費 唸馼ﾝ丑�"ﾃcCy�x冷云Hｭ(ｾ���

⑳降参鞄費 唳<�.萎��S｢ﾒ�

平成24年度障富者自立支亀給付費等の国幹県支出金返還亀 

③老人福祉費 �8��&ﾘ蝌辷徂鰮�x,8*ﾘﾊﾈ8(4ｩ=2��iMR�ﾈﾔ��ﾙ�佩ｹuﾈ螽ｩ3���0 ��Cb�146 

-事業費=146千円(謝金102､需用費29､その伽5) 

･特定財菰:民生費県委託金146千円(全額) 

地域包括支援センターが主体となり､認知症サボ一幅と連携して.語知症医療に 係る正しい知環の普及推進と相談一支象降制構築を図る○ 
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款.項.目 倬h栗kﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 ��I�8ｧ｢�計 

◆3::民生費い-.- ��]ｸ支贓9傀袷h淤wY}X鳬<�~�馼沓��hｴｲ兀�8攣uﾈ蟀~ｸ+3�"�0 ��Bﾃピ��1も870 

(2)児童福祉費 唸馼ｼiN��Bﾃピ��x冷磯隴H､�竟(詹9c3CJI�ﾘｾ����I^(�ｾ��Bﾃ3CR��

⑳児童運営費 唳<�.萎�ﾚﾓｩj��iN�y�H�ｾ��Bﾃピ��x冷運(�zc���R��

保育土の人材確保対策を推進するため､保育士の処遇改善に取り組む保育所- 
の補助とその事務経費の計上○ 

◎子ども.子育て支援事業(敷替.追加)福祉課予罫書p12- ��ﾃ涛R�41 �"ﾃ�3b�

･事業費:41千円(報酬126､謝金▲93､旅費8) 

･特定財振:- 

子ども.子育て支援鋲に基づき､本年度設置予定であるr子ども.子育て会議｣の閑 

連愚費の粗肴.追加. 

@児童妖美手当給付費(追加)福祉課予算奪p12 ��CRﾃC3B�4,430 ��C津ツB�

･事業費:4,430千円(扶助費) 

･特定財源:民生費国庫負換金1,476千円(禰助率1′3) 

(当初)受給者数約313人延べ3,758人給付費145,434千円 

(変更)受給者数約324人延べ3,886人給付費149,864千円 

⑳国庫.県支出金返還金(新規)福祉課予罫書p12 ���1,696 ��ﾃc澱�
･事業費:1,696千円(返還金) 

･特定財振:- 

平成24年度障害児適所支援事業等の国庫.県支出金返還金. 

③保育所費 ���hﾗY]ｸ支�戊�9N�,x��兀�8攣uﾈ螽����"�14,482 ��"ﾃs3b�27,218 
･事業費:12,736千円(貸金10,300､需用費2,196､億品購入費240) 

･特定財源:- 

入所児童数増に対応する貸金等の追加○ 

･入所者数(8月1日現在):80人(対前年26人増) 

3民生費 茶俛�ﾌ倡因��]Hｭ(ｾ���I%貯Y�8攣uﾈ蟀MG��"�0 �#�ﾃ鼎R�20.945 

(3)生活保護費 唸駟E丑�#�ﾃ鼎Y�x冷云Hｭ(ｾ���

①生活保護給務費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

平成24年度生活保護費等の国庫支出金返還金○ 

4衛生費 ��ﾙ�ﾌ倡因��]Hｭ(ｾ���hｴｲ佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ精MG��2�0 ��ﾃ��r�1,117 

1)保健衛生費 唸馼ｼiN�津��y�x冷云Hｭ(ｾ���

③俸康増進事業費 唳<�.萎��s｢ﾒ�
-平成24年度がん検診推進事粟の国庫支出金返還金｡ 

@基地費 ���8�9^i&隲ﾉ�)^(�9N�,x����hｨ逸ﾘﾟH攣uﾈ螽���ﾃ2�1,479 迭ﾃ����6,479 
･事業費:5,000千円(修梓料) 

･特定財源:- 

木原墓地の通路ガード′も′プ.階段の手摺の設置､階段靖修. 

4衛生費 �*ﾘ.ﾙ&闔i�I�ﾉ9�,佛x.假ｸ�ﾆ��,x����hｨ延倚IfIuﾈ蟀MG��2�1,284 ��ﾃ����2,284 

(2)清掃費 唸馼ｼiN��ﾃ����x冷��)�Y{��

②塵芥処理費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

梅の日清掃時のゴミ収集業務委託料o 

5労働費 ��ｼ驗ｩ�(晳D�7ｨ�ｸ8��ｸ鰮^(�9N�,x����X蝌ⅸﾔ握�X攣uﾈ螽����2�84 釘ﾃsC��4,824 

1)労働諸費 唸馼ｼiN�BﾃsC��x冷咽9�X怩��

(参勤労青少年 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

ホーム管理費 �+)yﾘ�H7X8�48986な�k隶ﾘｾⅹ�ｸ､ｩ¥)�Y'Y9�,ﾈ�9�R��

6農林水産業費 ��E�ﾘｸｸ査鰮N�,x��僞��ﾘ攣uﾈﾇ(����B�4,152 澱ﾃ����10,152 

1)農業費 唸馼ｼiN�bﾃ����x冷咽9�Y{��

(参農業施設維持費 唳<�.萎�ｸ#｢ﾒ�

農業施設の維持補修費の追加○ 

-13-



【歳出】(単位=千円) 

慕.項.目 倬h甑kﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸��8ｧ｢�計 

6慮蘇水産業費 僞��8y�ｩ���韜hﾝ洩i.ﾙGｹ�IZXｷﾘ檠68ﾜ8ﾘﾉN��h淞壷E��ﾘ攣uﾈ螽ﾘ���B�0 ��"�1豆 

1)農芙蓉 唸馼ﾄ儂��)�x冷逸8ｾ���

⑨土地改良事崇費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

平成26年度以降､美施予定である県営農果断整備事業(県営串木野ダム改修) 
に伴い､土地改良汝に基づき農村環境等を検討する協募金の開催震費. 

⑳農鞄.永保全管理支払交付金負換金(追軸)農政課予算杏p14 �"ﾃccR�210 �"ﾃピR�

･事業費:210千円(負担金) 

･特定財顕:- 

川北地区環境像全会の区域変更く重信地区編入)による負担金の追加○ 

6農林水産業費 ��ﾙ�厭��餔X��ﾄ2駮i�h馼ﾝ液ﾈ�ｾ���I%貯E��ﾘ攣uﾈ蟀~ｷ��B�0 �#2ﾃS���23,508 

(2)椙費 唸馼ｼiN�#2ﾃS���x鈴¥h�ｾ���

⑳林葉振興費 唳<�.萎�ﾋ陶E��迄蝌ｼiN�xﾎxﾛｸｾ����ﾃ)u8���

中越パルプ工業(秩)が設置する木質バイオマス発電施設に倶給する良質なチップ 
を製造する事業者に対し､禰助を行う. 
･事業者:脚古川木材興業 
･機械整備:バーク粉砕棲設備.放送設備の整厩､配電バン等の工事 
･籍事業費:47.000千円 

･負担割合:事業者1′2､県1′2 

③市有林管寒費 ���9tﾉ}�ｪ��儂�,x��僞��ﾘ攣uﾈ蟀~ｷ��B�3.680 �2ﾄ4��6,680 
･事業費:3,000千円(委託料) 

･特恵財源:- 

野元保安林の不用木伐採等の農費. 

⑳林道費 �9}�ﾟ),x��伜估ｸﾆ��ｲ颱��ﾘ攣uﾈ蟀~ｷ��B�1,635 �"ﾃ����3,635 
･事業費:2,000千円(修繕科) 

･特定藤阪:- 

林道申ノ平最､林道育苗農(ふれあい林道)の淀持靖修費. 

(9治山費 ��ﾏhｺH�ﾄﾆﾉ}�;仄h檠X�%8ｾ���hｫ2僞��ﾘ攣uﾈ蟀�'��B�0 ��c��168 

･春美費:168千円(負担金) 

･特定財振:⊥- 

積須地区給事蒙費:79,739千円負轟率:1.4/1000負担金:112千円 

金山地区籍事業費:40.000千円負亀率:lA/1080負換金:56千円 

6農林水産業費 茶倡9x飴倚);ﾙN��hｴｲ伜價ﾙ���H攣uﾈ蟀~ｷ��B�0 �#C��240 

(3)永産業費 唸馼ｼiN�#C��x冷咽8�怩��

③鼓舞管理費 唳<�.萎��ﾓ｢ﾒ�

市来漁港の箸蔵等(2ヶ所)の賢匿経費. 

7商工費 ��ﾘ垪6ﾙVﾈﾏh�6x488ﾈﾟH鰮^(�8馼銀��H�伜仂iE��攣uﾉ�ｨﾘ���R�0 都S��750 

(1)商工費 唸馼ｼiN�sS��x冷扱i9冖)р��

@観光費 唳<�.萎��S｢ﾒ�

沖ノ浜公衆トrレの鮭持補修費○ 

◎国民宿舎特別会計漁出金(追加)水産商工観光課予罫賓p15 湯ﾃss��9OD ���ﾃcs��

･事業費:908千円(魚出金) 

･特定財源:- 

吹上浜若男子浴室天井耗籍祷修費に対する国民宿舎特別会計-の段出金○ 

8土木費 ���9;兔ｩWｸ�9kﾉE�,ﾈ���Hﾆ���I�"�7冦�ｹuﾈ蟀V���R�0 鼎3��431 

(1)土木管理費 唸馼ｼiN�C3��x冷���Y{��

①土木籍審費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

市道別府上名農の訴訟に係る顧問弁讃士委託料. 
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【歳出】

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

8土木費 ���;亶)N�,x���7冦�ｹuﾈ螽����R�36,336 ��rﾃ����54,136 

(2)道路橋梁費 唸馼ｼiN��rﾃ����x冷咽9�Y{��Rﾃ���H詹�I{��ﾃ���I7胃驅���ﾃ�����

(D道路維持費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

道路経詩篇修費の追加. 

②市道須約新.迫触持事業(新規)土木課予算審p15 ���7,800 途ﾃ����
･事業費:7,800千円(工事費) 

･特定財源:土木費国庫論功金4,680千円(社会資本整備総合交付金) 

･内容等:袴田地区側溝布詮.舗装工事 

③市道El之町9号最終持事業(薪炭)土木課予算書p15 ���14.500 ��BﾃS���
･事業費:14,500千円(委託料500､工事費14,000) 

･特定財源:- 

-内容等:浜東地区､側溝布設.舗装工事L-185mW-4.0m 

⑳市道中道.石坂絵維持事業(新規)土木課予算書p15 ���12,500 ��"ﾃS���
･事業費:12.500千円(垂託料500､工事費12,000) 

･特定財涙:- 

･内容等:平向地区､側溝布改.舗装工事L-220mW-4.0m 

⑤市道金山轟維持事業(新規)土木課予算書pl5 ���3,000 �2ﾃ����
･事業費:3,000千円(工事費) 

･特定財源:- 

･内容等:金山地区､側韓布設L-65mW-4.Ozn 

②道路新設改良費 ���9;兀乂ｨﾞ(岔�ﾈ淤|x馼ｼb��hｴｲ�7冦�ｹuﾈ螽���ﾃR�0 ���Rﾃ����115,000 
･事業費:115,000≠円(工事費) 

･特定財源:道路整備事業債109.200千円(合併特例事業債) 

･内容等:涼南地区､橋台2基.取付道路74.5m 

⑳市道別府島平鹿改良事業(新規)土木課予算書p15 ���9,900 湯ﾃ����
･事業費:9,900千円(工事費) 

･特定財妻露:土木費国庫祐助金5,940千円(社会資本整備総合交付金) 

･内容等:酔之尾地区､歩道整備L-75m 

③市道平江1号線改良事業(新患)土木課予算春p15 ���7,000 途ﾃ����
･事業費:7,000千円(委託料) 

･特定財卓原:土木費国産槍助金4,200千円(社会資本整備総合交付金) 

･内容等:平江地区､L-Soon 

◎市道段之山麓改良事業(薪急)土木課予算書pl5 ���12,500 ��"ﾃS���

･事業費:12,500千円(工事費10,000､用地費1,000､清償費1,500) 

･特定財源:- 

･内容等:別府地区､改良工事L-60znW-5m 

⑤市道袴田2号線改良事業(新規)土木課予算書p15 ���22.200 �#"ﾃ#���

･事業費:22,200千円(委託料2,500､工事費5,000､用地費等14,700) 

･特定財源:- 

･内容等:袴田地区､改良工事L-160mW-6.07Zl 

⑥市道旧国道農改良事業(薪炭)土木課予算書p15 ���8,250 唐ﾃ#S��
･事業費:8,250千円(委託料300､工事費500､用地費7,450) 

･特定財額:- 

･内容等:袴田地区､整地工事L-30m 

ー15-



款.項.目 倬hﾄｹkﾂﾘ皦,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 窒���8ｧ｢�学位:千円) 計 

8土木費 �8�9;冢ﾈﾋ9[ﾘﾕﾘﾜX淤|x��竕�Hﾗ"�7冦�ｹuﾈ螽ｩ3�R�0 ��ﾃ����i,800 

(2)道路橋染費 唸馼ｼiN��ﾃ����x冷���Y{��

②這諮新設改良費 唳<�.萎�kc｢ﾒ�
･内容等:平江地区､L-70zzl 

⑧市道都心-島乎農改良事菜併急)土木課予算勤15 ���1,760 白ﾃsc��
･事業費:1,760千円(委託料500､工事費1,000､用地費等260) 

･特定財濠:- 

･内容等:屑切改良I事 

⑨道路新設改良費(追加)土木課予算鞄15 塔C��2,000 �"ﾃイ��

･事業者:2,80D千円(原材料費) 

･特定好配:- 

道路新設改良の原材料費の追加. 

8土木費 ��ﾏ�,ｨ���8郢�ｧiUｹ�ｨ*ﾙ,x���7冦�ｹuﾈ螽ｴw��b�1,860 �2�����4,060 

位)這苗構築費 唸馼ｼiN�2ﾃ����x冷咽8�ｸ｢�

@交通安全施設 唳<�.萎�ﾚﾓ｢ﾒ�

事業費 佰�,ｨ���8郢�ﾘ,ﾉ�陞ｨ��H�9N�,ﾉ,x���ｲ�

8土木費 ��憖�ﾉ�H鰮N�,x���7冦�ｹuﾈ螽����b�2,100 湯ﾃC���ll,500 

(3)河川費 唸馼ｼiN�津C���x鈴¥h�,ﾒﾆ�ⅸ訷��{��ﾃC����

(D河川ま堅持費 唸ﾚ�.�,S｢ﾒ�

河川終持靖惨費の追加○ 

◎オコン州改漂事案(素読)土木課予算零p16 ���5.ODD 迭ﾃ����
･事業費:5,080千円(工事費) 

･特定財振:- 

･内容等:監入荷付近の窄砂等の除去 

8土木費 ��ﾏhﾙ�ﾄh鰮��9N�,x���7冦�ｹuﾈ螽����b�1,117 �4��1,617 

(5)都市計画費 唸馼ｼiN�8ｷ)�x冷咽8菱怎#��HﾋHﾝ驅�����H壑V舒I?ﾉN�#����

⑤公国事業費- 唳<�.萎�ﾞ#｢ﾒ�

公国の終持論鯵費の追加. 

8土木費 ���8�8��餔ｨ鰮]��9N�,x���78�8ﾇh柯攣uﾈ螽���r�8,450 �"ﾃC���10,850 

(6)住宅費 唸馼ｼiN�"ﾄ�����x冷運ﾘ肘�ｨ*��

堰)住宅管空費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

浜酉住宅の外壁禄惨凸 

⑳住宅タフオーム事粟韓助金(追加)都市計画課予算動17 ���ﾃ����30.000 鼎�ﾃ����
･事業費:30.000千円(甫助金) 

･特定贈:- 

(件数)(檎助金額) 

(当初見込)10D10,000 

(7月未申請累計額)11113,450(※1件当たり122千円) 

(年間見込)33040,800 

②住宅建設費 ��4X6(6�5�4X99�ﾘﾇh勾�Xｼﾂ�,x���78�8ﾇh柯攣uﾈ螽����r�850 ��ﾃ#S��2,100 

･事業費:1,250千円(替託科) 

･欝定師匠:- 

公営住宅鼓の改正(平鹿25年克行)により､公営住宅の建設費が上昇することか ら､平成26年度以降廷臣のウッドタウン住宅のコス梢臓を図るための設計委託料 の追加p 

◎ウッドタウン住宅廷設零栗(追加)都市計画窺予算書pl7 �#づゴ��2,500 �3�ﾃ3S��

･事業費:2,50D千円(工事費) 

･特定財漂:- 

公営住宅整備基準改正(省エネルギー対策)により,工事費の追払 
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【歳出】(単位:千円) 

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

9消防費 ����f��Yyｉf���Y�R��餔X馼ｼb緯�｢傲�f曳ｹYIuﾈ梭���r�12,ODD ��32ﾃss��8,230 

(1)消防費 唸馼ｼiN��32ﾃss��x冷慰磯iN��

(塾消防施設費 啌9.萎�ﾋ陶��{餒�xﾖ��ｾ��32ﾃ����x冷��駮ｹ)���郢�ﾙzy&��鞜I9佰�WHｾ���

当初､袴田リ目上地区で完成品を埋設する防火水槽設置を計画していたが､袴田 
地区設置予定箇所が地盤が軟弱.道路狭小等の問題のため､計画変更○ 

(9災害対策費 ��f胃�k8�ｸﾌｹ¥ｨ�9�ﾘｬ(ﾗy?ﾈ馼ｼb��IX著-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ螽����r�0 鼎�ﾃS���41,580 
･事業費:41,580千円(備品購入費) 

･特定財汲:絵寮費県有助金37,000千円(石油貯蔵施設立地対策等交付金) 

昨年度､各世帯の戸別受信機を更薪(デジタル化､13,000台)したが､本年度は､ 

事業所等の戸別受信扱く90D台)を整備する. 

10教育費 ��5�4��ｸ8ｸ6�5�鞅8馼ｼb�,x��仆8支効醜檠�ﾙk�攣uﾈ螽����r�8,001 田3B�8,635 

(1)教育給寮費 唸馼ｼiN�c3I�x冷���Y{��

②事務局費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

串木野酉中学校の部落動生用スクールバス運行委託料の追払 

10教育費 ���9x�&闔hﾏij��)8棈�ｩ�餔X馼ｼb��I�R倆�檍ｻ8支攣uﾈ螽������0 釘ﾃ����4.100 

(5)社会教育費 唸馼ｼiN�Bﾃ����x冷�,�ｾ����Hﾔ磯iN�ﾃ�����

③公民館費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

市来地域公民館監事場の舗装整備○ 

(参青少年鼓育費 ��*�*(+8,(暮:��I�佝���hｫ2倆�檍ｻ8支攣uﾈ螽ﾚ�����0 鼎���400 
･事業費:400千円(賞品等100､消売品費300) 

･特定財振:- 

市民稔ぐるみのあいさつ運動の推進経費(標語.シンボルマークの募集､のぼり旗 

作成). 

10故育費 ��7��ｸ4�588ｸ7H�ｨｬH駟8i�餔X馼ｼb��hｫ2倡9j�5�7ｲﾘ68ﾎｹuﾈ螽������0 ���ﾃ�#��10,120 

(6)保健体育費 唸馼ｼiN���ﾃ�#��x冷��ﾘｾ��#�Hﾔ磯iN���ﾃ�����

@俸育施設費 唳<�.萎�*罎ﾒ�

パークゴルフ場の駐車場整備○(61台-120台) 

⑳体育施設維持補修費(追加)市民スポーツ課予算書pl8 塔��鋳�I,000 ��ﾃ����

･事業費:I,000千円(修縛科) 

･特定財振:- 

多目的グランド用の野球.ソフトボール金具修繕. 

③少年用サッカーゴールポスト等整備事業(新規)市民スポーツ課予算書p18 ･事業費:2,580千円(備品購入費) ���2,500 �"ﾃS���

･特定財源:- 

少年サッカーのルール改正(8人制)に伴い､ゴールポスト等の購入. 

(9学校給食センター ��ｧxﾕｨｸｹ��5ｨ985闔ｩ{�鰮^(�9N�,x��乂xﾕｨｸｹ��5ｨ985��ｹuﾈ螽������1,130 �"經���3,630 

管理費 唸馼ｼiN�"ﾃS���x冷咽9�Y{��

･特定財源:- 

排永処理施設永中プロアポンプ取替等. 
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◎国民健康保険特別会計9月粛正予算の概要

【歳出】(単位:干R) 

款 倬i�駝ﾂ韶X,�.ｨ�,ﾉ>�vR�既定額 ��I�8ｧ｢�計 

3後期高爵者 �8�ｯｨﾘ(ﾚ逸(辷�ｾ�9宙洽ｧ｢佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽���r�409,053 ��3�ﾃc�2�407,450 

支援金等 唸馼ﾝ丑��3�ﾃc�9�x冷厩俘ﾘｾ���

･特定財露:- 

加入者1人当たりの負範金及び平成24年度精算額汲定による拠出金の銭亀 
･平成お年産衣録陰音数(見込み):7,997人 

･支援金:▲1,607千円(1人当たりの負畠額52,714円-52,514円) 

･事務費:4千円(1人当たりの負担額3.7円一色2円) 

4前期高鈴音 ������)~�僞ｹWHｾ�9忠,x���ﾘﾔ��ﾘ琇Nｹuﾈ蟀$G�r�244 ��cR�409 
p鮒金等 唸馼ｼiN��cY�x冷厩�%8ｾ���

･特定財蚕豆:- 

加入者1人当たりの負担金及び平成24年度清算欽定による納付金等の追加. 
-平成25年産妓保険音数(見込み):7,997人 

-納付金:160千円(1人当たりの負担額62円-79円) 
一事務費:5千円(1人当たりの負担額3.6円-4_2円) 

11詰支出金 ��ﾙ�{h辷�ｾ�9兢Hｭ(ｾ��,x��偸)Ti6xｪｨ捧uﾈ蟀V��r�1 釘ﾃ塔��4,989 

･事業費:4.988千円(返還金) 

｣特定尉露:-. 

平成24年度療養給付費等負畠金等の国庫支出金等返還金○ 

◎介護保険特別会計9月箱正予算の概要

【歳出】(革駄千円) 

衣 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�監定額 ��I�8ｧ｢�計 

7蒜支出金 ��ﾙ�蝌辷�ｾ�9兢Hｭ(ｾ��,x��,騏ﾈ蟀$G�r�1 �3�ﾃ#SB�30,255 

･事業費:30,254千円(返還金) 

･特定財政:- 

･平成24年度介護給付費負換金等の国産支出金等返還金8 
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◎後期高齢者医療特別会計　9月補正予算の概要

【歳出】(単位=千円) 

款 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vR�既定額 竸)�8ｧ｢�計 

2後期高齢者医療 �9E�ｨﾘ(ｯ8�(�9|8ﾔﾈ刺�xﾘyEｹWHｾ��,x��佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾉdivW�r�269,867 鉄�b�270,383 

広域連合納付金 唸馼ｼiN�S�i�x冷右ｹWHｾ���

･特定財源:- 

平成24年度未払分の被保険者保険料(約件金)の追加○ 

3詩支出金 ��自Lｨ檍ﾇhｯI�ﾈｾ�ｼｨ攤ｾ���h�2佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ蟀V��r�0 鉄"�52 

･事業費:52千円(返還金) 

･特定財薮:- 

平成24年度決算による一般会計繰入金の返還金. 

-19-


