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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｢�補正予算額 佗b�摘要 

般会計 ��bﾃ3��ﾃ�S��565,272 ��bﾃ鼎bﾃC#"� 

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CC津�#B� 釘ﾃCC津�#B� 

公共下永道事業特別会計 田sづ#32�▲21,940 田Sbﾃ#�2� 

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SC�ﾃSC2�0 �2ﾃSC�ﾃSC2� 

国民宿舎特別会計 田Bﾃcs��6,430 都�ﾃ���� 

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#��197 �#�ﾃs��� 

後期高齢者医療特別会計 �3s津�#�� �3s津�#�� 

合計 �#Rﾃ鉄津�#��549,959 �#bﾃS�津ャ�� 

公営企業会計補正予算比較表

(単位:千円) 

会計名p 劍ｯ�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�摘要 

衣 道 辛 業 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4号)構成表

(歳　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

衣 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��cHﾘb��合計 剳竦ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

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

2地方譲与税 ��3"ﾃss2�0.8 ��132,773 ��繧� 

3利子割交付金 釘ﾃScb�0.0 ��4,566 ����� 

4配当割交付金 ��ﾃ�s��0.0 ��-1,070 ����� 

5慧式等腎所得慧 鉄3B�0.0 ��534 ����� 

6地方消費税交付金 �#c津����1.6 ��269,010 ��綯� 

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

8地方特例交付金 免ﾂﾃ�S"�0.1 ��1日52 ����� 

9地方交付税 迭ﾃ#�"ﾃSCB�31,8 鼎津#澱�5,251,840 �3����普通交付税49,296 

･o芸笥1誓言霊 途ﾃ����0.0 ��7,000 ����� 

11分担金及び負担金 ��srﾃ�S��1.1 湯ﾃャr�187,045 �����県費単独補助治山事業分担金40 保育所委託児童保護者負担金9,847 

12使用料及び手数料 ��s2ﾃs�R�1.1 ��173,715 ����� 

13国庫支出金 ��ﾃ田Rﾃ�s"�12.0 田srﾃS#��2,642,693 ��R綯�介護給付費23,399 訓練等給付費25,798 計画相談支援給付費1,089 保育所運営費21,094 地域の元気臨時交付金615,850 循環型社会形成推進事業費▲9,709 

14県支出金 ��ﾃ#CRﾃ#sB�7.6 鼎Rﾃ#3��1,290,513 途綯�介護給付費u,699 訓練等給付費12,899 計画相談支援給付費544 保育所運営費10,547 地域支え合い体制づくり事実費1,461 第3子以降の保育料等軽減事業費152 保育所緊急整備事業費2,661 子ども.子育て総合推進事業費3,500 乳幼児医療費助成事業費955 中山間地域等直接支払交付金261 県費単独補助治山事菜費560 

15財産収入 �3�ﾃイ2�0.2 ��30,843 ���"� 

16寄附金 ���0.0 �2ﾃ�SR�3,156 �����福祉事業寄附金3,155 

17繰入金 鼎�Rﾃs���2.5 ��405,791 �"紕� 

18繰越金 田Cbﾃ����3.9 ��646,011 �2繧� 

19諸収入 ��c�ﾃC���1.0 ��ﾃ都B�163,374 �����保育所受託事業収入1,974 

20市債 �"ﾃャ��3#��17.6 ��3##�ﾃ����2,658,529 ��R縒�最終処分場建設事業▲16,100 県費単独補助治山事業200 串木野漁港広域漁港整備事業200 羽島漁港地域水産基盤整備事業100 戸崎漁港地域水産基盤整備事業200 市道中内農改良事業▲4,500 市道′ト中原農改良事業▲13,500 市道酉島平2号線改良事業▲4,500 市道坂下山之口線改良事業▲9,000 市道八房川線改良事業▲18,900 市道久木野線改良事業▲12,600 道路改良特別事菜▲95,000 総合運動公園整備事業▲48,400 

歳入合計 ��bﾃ3��ﾃ�S��100.0 鉄cRﾃ#s"�16,946,422 ������� 

-般財源一般財源 ���ﾃ3#BﾃSC��63.0 鼎津#澱� 田��"� 

区p分特定財源 澱ﾃ�Sbﾃc���37.0 鉄�Rﾃ都b�6,572,585 �3ゅ�� 

自主財源自主財源 釘ﾃcCRﾃ#�"�28.4 ��Rﾃ��b�4,660,308 �#r絣� 

区分依存財源 免ﾂﾃs3Rﾃゴ��71.6 鉄S�ﾃ#Sb�12,286,114 都"絣� 



(歳出) 款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��cH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 ���"ﾃCs��1.1 ��3�ﾃsC��180,730 �����給与費等▲1,740 

2給務費 �"ﾃC��ﾃ##"�15.1 鼎�bﾃs唐�2,897,020 ��r謦�給与費等17,590 地域の元気臨時交付金基金積立金402,000 姉妹都市盟約35周年記念訪問団派遣事業1,971 酉薩中核工業団地分譲地購入▲1,619 地域支え合い体制づくり事業1,461 公民館安全灯施設補助金400 自治公民館建設整備事業補助金315 標準宅地.比準宅地鑑定評価業務委託費▲5,320 

3民生費 �2ﾃs�"ﾃンR�22.7 ��c2ﾃ�CR�3,876,040 �#"纈�給与費等▲5,705 障審児適所支援事業施設利用料助成金344 計画相談支援給付費2,178 介讃給付費46,799 訓練等給付費51,596 高齢者福祉センター整備費2,300 子ども.子育て支援事業4,500 社会福祉施設整備事業補助金3,991 私立保育所運営費56,145 療育事業特別会計繰出金197 生福保育所運営費800 

4衛生費 ��ﾃ涛づ�3��12.2 ��3�2ﾃccr�i,984,471 免ﾂ縒�給与費等17,610 乳幼児医療費助成事業費4,133 最終処分場建設事業▲35,410 

5労働費 ��bﾃ3#"�0.1 ��16,322 ��謦� 

6農林水産業費 田3rﾃcs��3.9 �2ﾃ����641,481 �2繧�給与費等45 中山同地域等直接支払交付金348 農菜施設維持費1,000 市有林管理費750 県費単独補助治山事業800 串木野漁港広域漁港整備事業負担金264 羽島漁港地域水産基盤整備事業負担金154 戸崎漁港地域水産基盤整備事業負担金160 県単漁港整備事業負担金289 

7商工費 �#�Rﾃ#c2�1.3 ��2ﾃs3��218,993 ���2�給与費等950 串木野駅.市来駅開業100周年及び串木野駅1,500 バリアフリー化完成記念事業 串木野.甑島航路活性化推進事業補助金800 空き店舗等活用促進事業婿助金4,050 国民宿舎特別会計繰出金6,430 

8土木費 �"ﾃ�c"ﾃ3���12.6 ��3bﾃ��B�2,055,477 ��"���給与費等▲655 公共下水道事業特別会計繰出金▲6,249 

9消防費 鉄C津�釘�3.4 ��32ﾃC���545,704 �2�"�給与費等▲3,490 

10教育費 �"ﾃ#s2ﾃゴ��13.9 ��3�"ﾃ����2,261,048 ��2�2�給与費等▲12,810 

11災害復旧費 �3Rﾃ����0.2 澱ﾃC���41,400 ���"�農業施設災害復旧費5,000 林業施設災害復旧費1,400 

12公債費 �"ﾃ#�rﾃs3b�13.5 ��2,217,736 ��2��� 

13予備費 ���ﾃ����0.0 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��bﾃ3��ﾃ�S��100.0 鉄cRﾃ#s"�16,946,422 ������� 
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一般会計補正予算(第4号)性質別比較表

区分 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第4号) 俘xﾇb�忠%�献ｩ�x冷ﾂR��^)�8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 ��ﾈﾈ���2,974,137 ��ゅ"�10,325 �"ﾃ塔BﾃCc"�17.6 从ｹu餒�9���ﾃ3#R�

務 的 経 儻ﾘ�N��2,602,738 ��R纈�162,665 售"ﾃscRﾃC�2�16.3 倬�;h詹9b��X什Z｢��ﾃCs������髯4ｸ�辷�駟Xx郢�ﾙy駅�{�Y�ﾈｾ�3CB�ﾇh枴�ｩ&ｸ辷�ｸｹWIN�"ﾃ�s��櫁ﾎﾈｸｹWIN�bﾃs湯�ﾅ��ｹ9从ｹWIN��ﾃS澱�鍼zy]ｸ支�戊�9N���Sbﾃ�CR�?ｹv8髦�9|9N�Y�ﾈ馼ｼiN�ﾃ�32�

公債費 �"ﾃ#�rﾃs3b�13.5 ��2,217,736 ��2��� 

費 佗b�7,794,611 鼎r綯�172,990 途ﾃ田rﾃc���47.0 ��

消 普 的 経 普 兒以���1,517,427 湯�2�7,410 ��ﾃS#Bﾃ�3r�9.0 俶�Y78�9k��3X�D雍ﾉD�ｹn)&9F位ﾘ馼ｼc�ﾃS湯�&闔h辷*hﾘx*)�ﾉ�x,8*ﾘ.磯hｼc�ﾃCc��Ux����&粳NH����&隴9.蔚ﾘ廁ｼik�勾�YN��3Rﾃ3#��ﾘ)~竟)Y�85ｨ985��ｹ�餔YN�"ﾃ3�����,x.�韈�支,H辷�馼ｼcBﾃS����iY�ｸ支�戊�9N�����9tﾉ}�ｬyyﾙN�S��ｿ盈穎ﾈ羊韈9x�x､ｨｼc����D霍�-�ｿ盈穎ﾈ耀�ﾃ3#��6�8ｨ4�7H8ｨ�ｸ嶌ｪ��ﾈｴﾉD�hｼb�

維持補修費 �#��ﾃs���1.7 ��ﾃ����281,708 ��縒�農業施設維持費1,000 

葡助費+専 ��ﾃ3�2ﾃCモ�8.4 澱ﾃ�S��1,389,638 唐�"�姉妹都市盟約35周年記念訪問団派遣事業372 公民館安全灯施設補助金400 中山同地域等直接支払交付金348 串木野駅.市来駅開業100周年及び串木野駅180 ′ヾリアフリー化完成記念事業 串木野.甑島航路活性化推進事業補助金800 空き店舗等活用促進事業補助金4,050 

計 �2ﾃ���ﾃc#2�19.4 ��BﾃSc��3,196,183 ��ゅ�� 

そ の 他 の 経 費 ���zxｾ��534,537 �2�2�402,000 涛3bﾃS3r�5.5 �&闔h,ﾈﾋ8ｴ9}X鳧ﾏ�WHｾ���xｾ�C�"ﾃ����

投資.出資.貸付金 ��ﾃ����0.0 ��1,910 ����� 

繰出金 ��ﾃ�迭ﾃs���7.3 �3s��1,196,159 途���療育事業特別会計換出金197 国民宿舎特別会計換出金6,430 公共下水道事業特別会計繰出金▲6,249 

計 ��ﾃs3"ﾃ##��10.6 鼎�"ﾃ3s��2,134,606 ��"綯� 

投 餐 的 趣 儿�,ｨ�9�ﾘ馼ｼiN��3,627,688 �#"�"�▲31,056 �2ﾃS澱ﾃc3"�21.2 �=�臺(hｦｨﾔ鮎hﾙ�&饂ｨ�y&鞅y?ﾈ�3�ﾃc���齪��ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼ｼh��ｾ�3�R���檠Y�8郢�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ�2ﾃ涛��ﾜX��Zｨ�ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼh�33RﾃC���ﾊyN�%�<h�����(馼ｼc����ｿ盈穎ﾈｹ俟�ﾔﾈ刺ｹ俟��餔X馼ｼiX�%8ｾ�#cB�秤8xｹ俟�&闔i�X蝌ｮ餉Y�餔X馼ｼiX�%8ｾ��SB�ﾌｸﾞ飴俟�&闔i�X蝌ｮ餉Y�餔X馼ｼiX�%8ｾ��c��ﾊy%�ｹ俟��餔X馼ｼiX�%8ｾ�#ヲ�

餐 俤�･�Yﾈｸﾈ馼ｼiN��35,000 ���"�6,400 鼎�ﾃC���0.3 僞�h郢�ﾘﾝ�･�YﾈｸﾉN�ﾃ����}�ｼh郢�ﾘﾝ�･�YﾈｸﾉN��ﾃC���

計 �2ﾃcc"ﾃcモ�22.4 ��3#BﾃcSb�3,638,032 �#�絣� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.0 ��

歳出合計 �16,381,150 免����565,272 ��bﾃ鼎bﾃC#"�100.0 ��
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平成25年度　公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

読 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢��i�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事業収入 ��ヲﾃ�c��27.9 ��189,169 �#ゅ�� 

2分担金及び負担金 �2ﾃ����0.6 ��ﾃ#SB�5,054 ��繧�受益者負担金1,254 

3国産支出金 ��Rﾃ����2.2 ��3BﾃSCR�10,455 ��綯�社会資本整備総合交付金▲4,545 

4繰入金 �3�rﾃs�r�46.8 ��3bﾃ#C��311,468 鼎r絣�一般会計繰入金▲6,249 

5諸収入 ��Cr�0.0 ��147 ����� 

6市債 ��S"ﾃC���22.5 ��3�"ﾃC���140,000 �#��2�公共下水道事業債▲12,400 

歳入合計 田sづ#32�100.0 ��3#�ﾃ鼎��656,293 ������� 

(歳出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

衣 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c(ﾘb��合計 剳竦ｳの内容 

金 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1毒会務費 鼎�ﾃ33��6.1 田��41,390 澱�2�給与費等▲206 受益者負担金前納報奨金266 

2事業費 ��C�ﾃsCr�20.8 ��3#"ﾃ����118,747 ��ゅ��給与費等▲9,634 処理場耐震化診断業務委託費▲50 公共下水道見直調査業務委託費▲3,040 公共下水道認可変更業務委託費▲1,276 新港地区汚水枝線管渠築造事業▲6,000 東塩田町地区汚水枝線管渠築造事業▲2,000 

3公債費 鼎迭ﾃcSb�73_0 ���495,656 都R絣� 

4予備費 鉄���0.1 ��500 ����� 

歳出`合計 田sづ#32�100.0 ��3#�ﾃ鼎��656,293 ������� 

-5-



(歳入) 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保険料 田�津sC��17.2 ��609,748 ��r�"� 

2使用料及び手数料 都��0.0 ��70 ����� 

3国庫支出金 塔cbﾃ�s2�24.5 ��866,073 �#B絣� 

4支払基金交付金 涛唐ﾃS���28.2 ��998,510 �#ゅ"� 

5県支出金 偵S3�ﾃSc��15.0 ��531,568 ��R��� 

6財産収入 ���0.0 ��1 ����� 

7繰入金 鉄�Bﾃ#S2�14.2 ��504,253 ��B�"� 

8繰越金 �3�ﾃ#SR�0.9 ��30,255 ��纈� 

9諸収入 田R�0.0 ��65 ����� 

歳入合計 �2ﾃSC�ﾃSC2�100.0 ���3,540,543 ������� 

(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総務費 �3rﾃ3途�1.0 ���37,397 白���訪問調査員報酬等850 訪問調査委託料▲850 

2保険給付費 �2ﾃC#津ンR�96.9 ���3,429,895 涛b纈�地域密着型介護サービス給付費▲2,490 地域密着型介譲予防サ-ビス給付費2,490 

3地域支援事菓費 鼎�ﾃCc"�I.2 ��41,462 ���"� 

4財政安定化基金 ���0.0 ��I ����� 

5基金積立金 ���0.0 ��i ����� 

6公債費 白ﾃ��"�0.0 ��1,082 ����� 

7諮支出金 �3�ﾃs�R�0.9 ��30,705 ��纈� 

歳出合計 �2ﾃSC�ﾃSC2�100.0 ���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2号)構成表

(歳入) 款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�佩y�2��c(ﾘb��合計 �(単位:千円,%】 槍正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

l財産収入 ���0.0 ��1 ����� 

2繰入金 ���ﾃcs��16.5 澱ﾃC3��17,100 �#B���一般会計繰入金6,430 

3諸収入 鉄Bﾃ����83.5 ��54,000 都R纈� 

歳入合計 田Bﾃcs��100.0 澱ﾃC3��71,101 免���� 

(歳出) 蕊 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢���Hｼ｢��c(ﾘb��合計 �(単位:千円,%) l補正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1国民宿舎事実費 ��2ﾃsCB�2l.3 迭ﾃ����19,544 �#r絣�国民宿舎維持補修費5,800 

2温泉施設事業費 �"ﾃ#sb�3.5 田3��2,906 釘謦�温泉施設維持補修費630 

3基金額立金 ���0.0 ��1 ����� 

4公債費 鼎bﾃcS��72.I ��46,650 田R綯� 

5予備費 �"ﾃ����3.I ��2,000 �"繧� 

歳/出合計 田Bﾃcs��100.0 澱ﾃC3��71,101 ������� 
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平成25年度　療育事業特別会計補正予算(第3号

(歳入) 衣 弍�.疫ﾈﾝ�｢�竸)�2��c8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 

l事業収入 ��づS迭�86.4 ��18,595 塔R綯� 

2繰入金 �"ﾃ�#B�13.6 ��途�3,121 ��B紕�一般会計繰入金197 

3繰越金 ���0.0 ��1 ����� 

4諸収入 ���0.0 ��1 ����� 

歳入合計 �#�ﾃS#��100.0 ��途�21,718 ������� 

(歳出) 衣 弍�.疫ﾈﾝ�｢�竸)�2��c8ﾘb��合計 �==rI,J 補正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金 仞�ｧ｢�構成比 

1総務費 ��bﾃツr�78.3 ��16,867 都u�� 

2障香児適所支援事実費 釘ﾃSSB�21.2 ��途�4,751 �#�纈�療育国施設整備費197 

3予備費 �����0.5 ��100 ��紕� 

歳出合計 �#�ﾃS#��100.0 ��途�21,718 ������� 
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◎一般会計12月補正予算の概要

【歳入】■(単位:千円) 

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

13国庫支出金 ��&闔h,ﾈﾋ8ｴ9}X鳧ﾏ�WHｾ��,x��俥��ﾘ攣uﾈ螽���ﾆﾂ�81,985 田�Rﾃゴ��697,835 

(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.ｨ+ﾒ�

(》総務費国庫補助金 佰�ﾈ���&饑ｹX�%8ｧｨ,ﾃrﾓ傚��ｸﾏ�WH+8.ｪHﾉｩ�ﾙ&饑ｸﾜ(,ﾉ���ｸ,h,�.�&饑ｹ%�<b�

事業に充当できる○ 

平成25年度事業分の追加調査により､稔合体育館整備事業､羽島.戸崎漁港 
地域水産基盤整備事業が交付金算定対象事業となったこと等による交付金の 
追加D 

(1)交付金算定方法(当初)(変更)(増減) 
･対象地方負担額102,482千円775,372千円672,890千円 

･交付率0.80_90.1 

･交付金算定額81,985千円697,835千円615,850千円 

(2)既交付金充当率策:充当額81,985千円-6月補正予算 
･市道永山線維持事業.市道酉岳2号線改良事業 
･市道小商務改良事業.市道大薗河内線改良事業 
･市道小中原線改良事業.郷野原住宅水洗化事業 
･旭小学校改修事業 

(3)追加交付金充当事業:充当額615,850千円.-12月補正予算 
○平成25年度事業(財源組替:9事業213,850千円) 
･道路改良時別事業.市道ロ之町9号凄維持事業 
･市道坂下山之口農改良事業.市道八房川縁改良事業 
･市道久木野線改良事業.市道中向線改良事業 
ー市道小中原緑改良事業.総合運動公園整備事業 
ーパークゴルフ場駐車場整備事業 

○平成26年度事業(地域の元気臨時交付金基金積立分402,000千円) 
市道の舗装.改良､市営住宅の水洗化､公国等のMレ整備などに活用予定○ 

16寄附金 ��Y�8馼ｼhｯ�Xﾘｾ���hｴｲ兀�8攣uﾈ�����"�0 �2ﾃ�SR�3,155 

(1)寄附金 冏ｸ�8��x�"偉ﾉ�ﾃｩwｸﾎﾉ��ﾈ7ｨ�ｸ8�?ﾈ��"�,�.h.兀�8馼ｼbﾘ,ﾈｯ�Xﾘｾ��

(》民生費寄附金 宙�9h馼ｼb倬hｼiN�ｹ9hｧ｢�
･高齢者福祉センター整備費2,300千円2,195千円 
ー療育事業特別会計繰出金197千円190千円 
･生福保育所運営費800千円770千円 

19諸収入 ��]ｸ支��9�X馼ｼh�?ﾂ�,x��兀�8攣uﾈ螽����"�613 ��ﾃ都B�2,587 

(4)受託事業収入 ①民生費受託 倡8､��ｨ�(,ﾉ]ｸ支髯;h,ﾉ�ﾘ,�.h.假9�X馼ｼh�?ﾈ,ﾉ�ﾘｧ｢��

事業収入 忠9h�忠D隴Hﾊ俛竰��ﾘﾋｒ�

保育児童数1人2人1人 

収入額613千円2,587千円1,974千円 

20市債 ���8ﾜ"依逢｢俥��ﾘ攣uﾈ螽����"�2,880,329 ��3##�ﾃ����2,658,529 

(1)市債 (参衛生費 倬hｼiN��.姐�-�&闔h,ﾈﾋ8ｴ9}X鳧ﾏ�WHｾ�,ﾈ�9h,�.h.俥�ﾋ�+)�粐�

@農林水産業費 ���皦,��ﾘﾋ��"�9h�忠¥�ｒ��ﾘﾋｒ�

⑥土木費 唸ﾜX��Zｨ�ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼhﾜ#3づS���x励#"ﾃC���x苓�3�bﾃ����x冷�
･道路整備事業債315,600千円157,600千円▲158,000千円 

･総合運動公園整備審美債48,400千円-▲48,400千円 

≪市債残高等(12月補正後見込)≫ 
･市債残高:21,369,146千円(交付税措置率:60%) 

･合併特例事業債活用額:3,880,700千円(活用率:47%) 

(注)国庫･県支出金等の説明は､歳出ページに記載o
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【義出(給与費等)I(単位二千円) 

会計名 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 ��I�8ｧ｢�計 

一般会計 ��ｸｹu餒�9�,ﾉ�ﾘｧ｢�2,761,083 免ﾂﾃs迭�2,772,878 

･事業費:ll,795千円(給料7,635､諸手当(児童手当含む)5,855､ 

共済費▲1.695) 

･職員数等:333人(一般職330人,特別職3人) 

人事異動等に伴う増額o 

公共下水道事業 茶从ｹu餒�9�,ﾈﾋ逢｢�50,953 ��3津イ��41,113 

特別会計 唸馼ｼiN��3津イ��x冷虻ｹ{��3R��sjH�詹9b磯�;h詹9hｭﾈ-笘�3"ﾃc��B�

共済費▲1,983) 

･職員数等:5人 

人事異動等に伴う減額q 

(a)その他の特別会計については､3月祷正予算で対応予定C 

【歳出】(鞭:千円) 

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

2給務費 ��&闔h,ﾈﾋ8ｴ9}X鳧ﾏ�WHｾ�ｮ霎�kﾉzxｾ���hｴｲ俥��ﾘ攣uﾈ螽���ﾃB�0 鼎�"ﾃ����402,000 

(1)給霧管理費 唸馼ｼiN�C�"ﾃ����x冷���xｾ���

⑤財産管理費 唳<�.萎�ﾋ鐙ｸｹk�N��ﾌ僖飲Xｾ�C�"ﾃ����x冷��8ｧ｢��

国の緊急経済対策で創設された地域の元気臨時交付金を平成26年度の事業に充 
当するための基金積立○平成26年度に.市道の舗装.改良､市営住宅の水洗化､公 
園等のけレ整備などに活用予定○ 

⑦国際交流事菓費 ��踵hY78�9k��3X�D雍ﾉD�ｹn)&9F位ﾘ馼沓��I�R��ﾘﾟH攣uﾈ螽����B�0 ��ﾃ都��1.971 

･事業費:1,971千円(報償費45､旅費1,5岳4､靖助金372) 

･特定財蔽:- 

いちき串木野市ーサリナス市姉妹都市協会が実施する姉妹都市盟約35周年記念 

訪問団の派遣経費○ 
･日窺平成26年2月初旬(1週間亀慶) 
･訪問団親善訪問団姉妹都市協会長ほか市民約20名 

表敬訪問団市長､議長､昧行1名､通訳1名 

(9企業立地静策費 ���ﾉ:�(hｦｨﾔ鮎i&9&饂ｨ�y&鞅y?ﾂ依逢｢帝�ﾘﾟH攣uﾈ螽����B�1,619 ��3�ﾃc���0 

･事業費:▲1,619千円(用地費) 

･特定財涙:- 

酉蔭中核工業団地分譲地購入契約(秦)に基づく支払始期確定による減額. 

(当初)(変更)(増減) 

購入予定金額240,000千円199,000千円▲41,000千円 

支払予定稔額256,830千円205.345千円▲51,485千円 

支払年数15年7年 

最終支払年度平成39年度平成32年度 

⑳共生協働推進費 ��&闔h辷*hﾘx*)_��x,8*ﾘ.磯hｼb��I%著-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�ﾈﾙuﾈ螽����R�0 亦ﾃCc��1,461 

･事業費:1,461千円(備品昧入費) 

･特定財瀬:給務費県補助金1,461千円(全額) 

生福地区外3地区交涜センター会議用テーブル70台の購入○ 

◎公民館安全灯施設甫助金(追加)まちづくり防災誤予算書pl5 鉄���400 涛���

･事業費:400千円(補助金) 

･特定財青原:- 

(件数)(靖助金額) 

(当初見込)20件500千円 

(9月未申請累計額)19件469千円(※1件当たり約25千円) 

(年間見込)35件900千円 

◎自治公民館建設整備事業笛助金(追加)まちづくり防災課予算書pl5 ��ﾃsCr�315 �"ﾃ�c"�

･事業費:315千円(補助金) 

･特定財源:- 

(自治公民館名)総事業費補助金額改修内容 

野中棒.横須自治公民錯945千円315千円屋根.外壁の塗装 
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【歳出】(単 劔位: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 

2総務費 ��Ux����&粳NIzi��&隴9.蔚ﾘ廁ｼik�勾�YN�ﾋ逢｢��X�(攣uﾈ螽����R�9,394 ��3Rﾃ3#��4,074 

(2)徴税費 唸馼ｼiN��3Rﾃ3#��x冷���Y{��

(参醗課費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

事業費決定による減額. 

3民生費 ����馼髯4ｸ�辷�馼ｼh郢�ﾙy駅�{�Y�ﾈｾ��,x��兀�8攣uﾈ螽���ﾃr�1,558 �3CB�1,902 

(1)社会福祉費 唸馼ｼiN�3CI�x冷飲Y�ﾈｾ���

@障害者等福祉費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

平成25年度に開設された障害児学童保育施設(てんとうむし)-の通園に対する 
助成金の追加○ 

(当初)(年間見込)'(増減) 

延べ受給者314人426人112人 

助成金額1,558千円1,902千円344千円 

◎計面相談支壌給付費(追加)福祉課予算書p17 釘ﾃC�"�2,178 澱ﾃS���

･事業費:2,178千円く扶助費) 

･特定財源:民生費国庫負担金1,089千円(i′2負担) 

民生費県負担金544千円(1′4負担) 

障害福祉サービス利用に係る計画作成者数等の増加に伴う給付費の追初, 

(当初)(年間見込)(増減) 

延べ受給者291人404人113人 

給付額4,402千円6,580千円2,178千円 

③介護給付費(追加)福祉課予算書p17 �#S2ﾃャB�46,799 �3��ﾃc�2�

･事業費:46,799千円(扶助費) 

･特定財源:民生費国庫負担金23,399千円(1′2負担) 

民生費県負担金11,699千円(1′4負担) 

障害者施設-の入所や通所による介護サービス利用者数の増加に伴う給付費 
の追加. 

(当初)(年間見込)(増減) 

延べ受給者1,895人2,u3人218人 

給付額253,884千円300,683千円46,799千円 

④訓練等給付費(追加)福祉改予算審p17 涛づ##��51,596 ��C津��r�

･事業費:51,596千円(扶助費) 

･特定財忠:民生費国庫負担金25,798千円(1′2負担) 

民生費県負担金12,899千円(1′4負担) 

障害者就労支援施設での就労訓練等の利用者数の増加に伴う給付費の追加○ 

(当初)(年間見込)(増減) 

延べ受給者960人1,278人318人 

給付額98,221千円149,817千円51,596千円 

④老人福祉施設 ��ﾘ)~竟)Y�85ｨ985��ｹ�餔YN��hｴｲ兀�8攣uﾉdh����r�0 �"ﾃ3���2,300 

管理費 唸馼ｼiN�"ﾃ3���x冷碓YV俎y?ﾉN��

･特定財源:民生費寄附金2,195千円 

寄附金を活用し､高齢者福祉センターのマッサージチェア-等購入o 

3民生費 ����,x.�韈�支,H辷ﾘ�馼ｼb�,x��兀�8攣uﾈ螽������2,036 釘ﾃRｓ��6,536 

(2)児童福祉費 唸馼ｼiN�BﾃS���x冷���Y{��

②児童運営費 唳<�.萎�ﾋ陶j��iN�y^(�ｾ�2ﾃS���x冷�.逢｢��

子ども.子育て支援法に基づく新制度に対応するためのシステム構築委託料○ 

⑳社会福祉施設整備事業補助金(新規)福祉課予算書p18 ���3,991 �2ﾃ涛��
･事業費:3,991千円(補助金) 

･特定財源:民生費県補助金2,661千円(l/2補助) 

市来保育園屋根.外壁等塗装工零に対する補助金｡ 

･総事業費:5,322千円 

･負担割合:県1′2､市1′4､事業者1′4 
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【歳出】(単位‥千円) 

義.項.目 倬hｼikﾂ粨皦,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

3民生費 ��ﾘ鍼zy]ｸ支�戊�9N�,x��兀�8攣uﾈ螽���ﾄ"�547,698 鉄bﾃ�CR�603,843 

(2)鬼童福祉費 唸馼ｼiN�Sbﾃ�CY�x冷姥ﾘ�N��

②児童運営費 ��ｹ<�.萎��ｩj��iN�亅xｾ�Bﾃ#cy�x怜��

民生費国産負担金21,094千円(1′2負担) 

民生費県負担金10,547千円(1′4負担) 

民生費県稀助金309千円(1′2補助) 

私立保育所入所児童数の増加に伴う運営費の追加○ 

(当初)(年間見込)(増液) 

入所児童数(月平均)569人609人40人 

運営費547,698千円603,843千円56,145千円 

◎療育事案特別会計換出金(追加)福祉課予算書p18 �"ﾃ�#B�197 �2ﾃ�#��

･事業費:197千円(繰出金) 

･特定財坂:民生費寄附金190千円 

寄附金を活用し.療育園の備品購入費等に対する療育事業特別会計-の 
繰出金o 

③保育所費 ���iY�ｸ支�戊�9N�,x��兀�8攣uﾈ螽������27,218 �4��28.018 

･事業費:800千円(備品購入費) 

･特定財聴:民生費寄附金770千円 

寄附金を活用し､生福保育所の食器消毒保管庫等購入○ 

阜衛生費 ��?ｹv8髦�9|9N�Y�ﾈ馼ｼiN�,x��兀�8攣uﾈ螽������43,052 釘ﾃ�32�47.185 

(1)保億衛生費 唸駟jｩN�Bﾃ�39�x冷姥ﾘ�N��

①保偉衛生給務費 唳<�.萎�ﾋ鐙���iN�y^(�ｾ�鉄Y�x冷運(�zh�ｹZｨ,ﾉo���)9飲R��

小学校就学前児童に対する医療助成件数の増加に伴う助成額の追加○ 

(当初)(年間見込)(増減) 

延べ受給件数10,219件11,164件945件 

助成額43,052千円47,185千円4,133千円 

4衛生費 ��ﾜX��Zｨ�ｨﾉｩ�ﾘ馼沓宇xｧ｢��hｨ握(ｺｸ攣uﾈ螽������81,900 ��33RﾃC���46,490 

(2)清寿費 唸馼ｼiN��33RﾃC���x冷���Y{��

④廃棄物処理施設費 唳<�.萎�ﾋ鐙���iN��ﾌ冩X�ｾ��3津s���x冷���ﾃ9k傚R��

最終処分場建設事業債▲16,100千円(合併特例事業債) 

事業費決定による泣顔○ 

6農林水産業費 ��(h�):�&鞐)9�+ﾉ�ｨ迚ZXﾏ�WHｾ��,x��僞��ﾘ攣uﾉdh���#��16,947 �3C��17,295 

(1)農業費 唸馼ｼiN�3C��x冷委�WHｾ���

(参農業振興費 唳<�.萎�6罠E���X蝌ｼiN�y^(�ｾ�#c��x冷�8�ﾃI^(���

田代玉外3地区が高度な組開始により8割から10割交付-の変更等に伴う 

交付金の追加凸 

⑦農業施設維持費 ��ｹXｼh郢�ﾘ査鰮N�,x��伜仂hﾆ��ｹuﾈ蟀MG�#��10,152 ��ﾃ����ll,152 
･事業費:1,000千円(修跨科) 

･特定財渡:- 

農業施設の維持靖修費の追加o 

6農林水産業費 ���9tﾉ}�ｬyyﾙN�,x��僞��ﾘ攣uﾈ蟀MG�#��6,680 都S��7,430 

(2)林業費 唸馼����｣sS��x冷���Y{��

③市有林管理費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

市有林の松くい虫被害木(約50本)に対する燥蒸防除委託料. 

(9治山費 ��ﾊyN�%�<hﾖ�����(馼沓�Hｧ｢ﾙ,x��僞��ﾘ擺韃仂hﾆ���uﾈ螽���#��13,000 塔���13,800 

･事業費:800千円(委託料▲185､工事費985) 

･特定財汲:林業費分担金40千円(負担率5%) 

農林水産業費県甫助金560千円(靖助率70%) 

治山事業債200千円 

(当初)(変更)(増減) 

･事業費生高上石野地区8,000千円7,500千円▲500千円 

川上柿内ケ原地区5,000千円6,300千円1,300千円 
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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 

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����X蝌ⅸﾔ握�X攣uﾈ蟀MG�#��12,584 �#cB�12,848 

(3)水産業費 唸馼ｼiN�#cI�x冷厩�%8ｾ���

伝)漁港建設費 唳<�.萎�ﾋ饑｣ｨｹ俟��餔X馼ｼhﾜ##���x冷�

H25総事業費:110,000千円負担率変更(ll.44%-ll.68%) 

◎羽島漁港地域水匿基盤整備事業負担金(追加)水産商工観光課予算書p21 湯ﾃcsB�154 湯ﾃ�#��
･事業費:154千円(負担金) 

･特定財源:漁港整備重美債100千円- 

H25総事業費:70,000千円負担率変更(13.82%-14.04%) 

⑳戸崎漁港地域水産基盤整備事菜負担金(追加)水産商工観光課予算書p21 ��"ﾃ田��160 ��2ﾃ�#��
･事業費:160千円(負担金) 

･特定財源:漁港整備事業債200千円 

H25絵事業費:80,000千円負担率変更(16.20%-16.40%) 

◎県単漁港整備事業負担金(新規)水産商工観光課予算春p21 ���289 �#ヲ�
･事業費:289千円(負担金) 

･特定財源:- 

フイツシャリ-ナの出入韓の安全及び夜間防犯対策のための照明灯設置に対する 

負担金○ 

総事業費:1,449千円負担率:20% 

7商工費 ��ｿ盈穎ﾈ羊韈9x�x､ｨｼc����D霍�-�ｿ盈穎ﾈ遥�X蝌ⅸﾔ握�X攣uﾈ螽���#��0 ��ﾃS���1,500 

(1)商工費 艇*ﾘ8ｨ4�7H8ｨ�ｸ嶌ｪ��ﾈｴﾉD�hｼb��hｫ2��

②商工振興費 唸馼ｼiN��ﾃS���x冷雲��N�3S:H�w�N�3CZH勾�Y{�S*H詹�I{����
･特定財源:- 

大正2年12月15日に開業した串木野駅と市来駅の100周年記念イベント及び 

串木野駅のバリアフリ-化完成記念イベントを実施するための経費. 
･日程平成26年2月16日 

･内容記念式典 

記念イベント(郷土芸能等披露､写真パネル展示､物産展等) 

⑳串木野.甑島航路活性化推進事業補助金(新患)水産商工観光課予算書p22 ���800 塔���
･事業費:800千円(補助金) 

･特定財源:- 

rフェリーニユーこしき｣ドック期間中の貨物船仰船に対する婦助金. 

･費物船僻船費用(見込)8,339千円 

◎空き店舗等活用促逓事業補助金(追加)水産商工観光課予算書p22 ��ﾃ����4,050 迭ﾃ鉄��
･事業費:4,050千円(祷助金) 

･特定財源:- 

(当初)(年間見込)(増減) 

件数2件8件6件 

補助金額1,900千円5,950千円4,050千円 

③観光費､ ��ﾙ�j�溢�<�¥ｨ檍ﾇhｫx�ｾ��,x����X蝌ⅸﾔ握�X攣uﾈ螽���#"�10,670 澱ﾃC3��17,100 
･事業費:6,430千円(繰出金) 

･特定財源:- 

串木野さのさ荘及び市来ふれあい温泉センタ-の内装等維持補修費に対する 

国民宿舎特別会計-の繰出金. 

8土木費 ��ﾘﾏhｺH岔�Y;倬hｼi<�¥ｨ檍ﾇi�(�ｾ�依逢｢��8岔�Y;佇ﾙuﾈ螽���#2�317,717 ��3bﾃ#C��311,468 

(5)都市計画費 唸馼ｼiN��3bﾃ#C��x冷案ｨ�ｾ���

④公共下水道事業費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

公共下水道整備事業費の減額等に対する公共下水道事業特別会計-の 

繰出金○ 
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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 

11災害復旧費 ��|xｫ�郢�ﾘﾝ�ﾜ兀ﾈｸﾉN�,x��僞��ﾘ擺韃仂hﾆ��ｹuﾈ蟀�'�#r�1,100 迭ﾃ����6,100 

(1)農林水産業施設 唸馼ｼiN�Rﾃ����x冷咽9�Y{��

災害復旧費 唳<�.萎�ﾋ討ﾒ�

①農薫施設災巷笹旧費 嶋ﾈ�3�?ｨ��佇�)?ｨ,ﾈ�(hﾘｸ畑,�.h.傅ﾈｴｹlﾘﾝ��,���+x.�%�<hﾝ��YﾈｸﾉN��ｲ�

(参林藁施設災事復旧費 ��}�ｼh郢�ﾘﾝ���徃'�N�,x��僞��ﾘ擺韃�佝��ｹuﾈ螽���#r�100 ��ﾃC���1,500 

･事業費:1,400千円(修得料) 

･特定財源:- 

8月30日～9月2日の集中豪雨による小規模災害に対する単独災暮復旧費○ 
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(注)国庫,県支出金等の説明は､歳出ページに記載｡

■仰一一J-IJ 読 倬hｼikﾂ韶X,育ｹJﾘ,ﾉ>�vR�既定額 窒�^)�8ｧ｢�単位:千円) 計 

1総務費 ���8揺�)X�%8ｾ���ｹ_�偆ｾ��,x����8岔�Y;�ｹuﾈ螽�����546 �#cb�812 

･事業費:266千円(報償費) 

･特定財源:- 

受益者負担金の-括払いが増えたことによる前納報奨金の増額○ 

2事業費 ���yﾘ�ｩ���ｸ峪�i&hｼik�勾�YN�ｽXｧ｢��8岔�Y;�ｹuﾈ螽�����6,000 ��3S��5,950 

･事業費:▲50千円(委託料) 

･特定財源:公共下水道事業国庫補助金▲25千円(1′2補助) 

事業費改定による減額○ 

◎公共下水道見直調査業務委託費(汝額)上下水道課予算書p8 澱ﾃ����▲3,040 �"ﾃ田��

･事業費:▲3,040千円(委託料) 

･特定財源:公共下水道事業国庫禰助金▲l,520千円(1′2補助) 

公共下水道事業債▲3,000千円 

事業費決定による減額○ 

③l公共下水道認可変更業務委託費(渡額)上下水道課予算書p8. 釘ﾃ����▲1,276 �"ﾃs#B�

･事業費:▲1,276千円(委託料) 

･特定財源:公共下水道事業債▲4,000千円 

事業費決定による減額○ 

⑳薪港地区汚水枝籍管粟築造事業(鞍額)上下水道課予算書p8 澱ﾃ����▲6,000 ���

･事業費:▲6,000千円(工事費) 

･特定財源:公共下水道事業受益者負担金▲300千円 

公共下水道事業国庫補助金▲3,000千円(1′2補助) 

公共下水道事業債▲2,700千円 

事業計国の見直しに伴う事業費の減額○ 

⑤真塩田町地区汚水境線管粟築造事業(液額)上下水道課予算書p8 �"ﾃ����▲2,000 ���

･事業費:▲2,000千円(工事費) 

･特定財源:公共下水道事業債▲2,000千円 

事業計画の見直しに伴う事業費の減額. 
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◎介護保険特別会計12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 ��I�8ｧ｢�計 

1籍寮費 ��ﾙDi.�+(ﾛ��ｨﾆ���ﾈﾘ�佶(ﾔ��ﾘ��¥ﾉuﾈ蟀�'�B�23,670 ���23,670 

･事業費:I-(報酬880､燃料費37.古書保険料13､委託料▲850) 

･特定財源:- 

介笹認定調査の迅速化を図るため､訪問調査の委託が粟しい状況のなか市調査員 
の喝員(4名-5名)で対応することに伴う外部調査委託料との組替o 

(当初)(年間見込)(増減) 

市調査件数2,016件2,211件195件 

外部調査件数816件625件▲191件 

2保険給付費 ��&闔ijy(X�櫁ﾎﾈ5H�ｸ7(5虻ｹWIN�ﾋ逢｢囘���ﾙ��ｷ�uﾈ螽���B�461.061 ��3"ﾃC���458,571 

･事業費:▲2,490千円(給付費) 

･特定財聴:介護給付費国庫負担金▲498千円(負担率20%) 

調整交付金▲192千円(交付率7.7%) 

介護給付費交付金▲722千円(交付率29%) 

介護給付費県負担金▲311千円(負担率12.5%) 
■(当初)(年間見込)(増減) 

受給者数177人171人▲6人 

給付費461,061千円458,571千円▲2,490千円 

◎地域密着型介覆予防サービス給付費(追加)倍康増進課予算書p4 釘ﾃ3#��2,490 澱ﾃ����

･事業費:2,490千円(給付費) 

･特定財聴:介護給付費国庫負皐金498千円(負担率20%) 

調整交付金192千円(交付率7.7%) 

介護給付費交付金722千円(交付率29%) 

介護給付費県負象金311千円(負担率12.5%) 

(当初)(年間見込)(増減) 

受給者数8人14人6人 

給付費4,320千円6,810千円2,490千円 

◎国民宿舎特別会計12月禰正予算の概要

摘出】(単位:千円) 

款 倬hｼikﾂ韶X,育ｹ�ｨ,ﾉ>�vR�既定額 竸)�8ｧ｢�計 

1国民宿舎事業費 ��ﾙ�j�溢凛X鰮^(�9N�,x����X蝌ⅸﾔ握�X攣uﾈ螽ﾘ��r�12,SOP 迭ﾃ����18,400 

･事業費:5,800千円(修繕料) 

･特定財源:- 

串木野さのさ蓬の内装等の維持補修費o 

2温泉施設事業費 ��孳�(郢�ﾙ�H鰄��9N�,x����X蝌ⅸﾔ握�X攣uﾈ螽���r�1.700 田3��2,330 

･事業費:630千円(修繕料) 

･特定財務:- 

市来ふれあい温泉センターの維持補修費. 

(単位:千円)

衣
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