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平成26年度　一般会計･ 別会計補正予算比較表

(単位:千円) 

会計名 定ｯ�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�摘要 

-#2--* ��RﾃCc2ﾃ�迭�744,596 ��bﾃ#�rﾃs��� 

簡易永道事業特別套計 鉄�づS#R� ����づS#R� 

･国民健康保.険特別会計 釘ﾃS��ﾃ�3��70i706 釘ﾃcc�ﾃsCR� 

公共下永遠事業特別会計 田s"ﾃSC�� 田s"ﾃSC�� 

地方卸売市場事業特別会計 ���ﾃSc"� ���ﾃSc"� 

介一護保険特別会計 �2ﾃcc"ﾃ�sB�27,720 �6田ヲﾃンB� 

国民宿舎特別会一計 田2ﾃCS2�ll,100 度.�SS2�� 

.声崎地区漁業集落排永事業準則会計 ～ ��RﾃsS2� ��RﾃsS2� 

l療育事業特別∴会計 �#�ﾃ3s2�2,600 �#2ﾃ都8�ｲ� 

l後罪.高齢者医療特別会計 鼎�津����2,182 鼎�"ﾃ���� 

●合計 �#RﾃC#rﾃSC"�858,904 �#bﾃ#ッﾃCCb� 

公営企業会計補正予算比較表

(単位:千円)

会計名 劍ｯ�.疫ﾈ螽ｧｨ爾�補正予算額 佗b�摘要 

･永 道 事 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 鼎(.�ピ�� 鼎#Bﾃピ��- 

支出 鼎#"ﾃ3�B� 鼎#"ﾃ3�B� 

差引 �"ﾃScR� �"ﾃScR� 

資本的収支 假ｹ?ﾂ�163,381 ��163,381 ��支出 �3#�篥S��� �3#�ﾃSヲ� 

差引 ��3�Sづ#��� ��3�Sづ#��� 
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平成26年度一般会計補正予算(第3号)構成表
傭人)弾位汗円%) 

･款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�冦y�2��c8ﾘb��合計 剳竦ｳの内容 

全額 俔ﾉ�ﾉNB�金額. 仞�ｧ｢�構由比 

1市税 �2ﾃ�#�ﾃ�3"�19.5 ��3,02王,132 �Cりｶ�� 

2鞄方譲与税 ��#"ﾃ��2�0.8 ��122,013 ��粤�� 

3利子割交付金 釘ﾃCコ�0.0 ��4,485 ����� 

4配当割交付金 迭ﾃ3���0.0 ��5,380 ����� 

5要式等譲渡所得割 付金 ��ﾃ����0.0 ��1,080 ����� 

6地方消費税交付金 �3#Bﾃ�ビ�2.1 ��324,lB7 �"��� 

7自動車取得税交付金 湯ﾃ3�"�0.i ��･9,382 ����� 

8地方特例交付金 免ﾂﾃC�2�'0.i ��･H,493J ����� 

9地方交付税 迭ﾃ�sRﾃ�ｸ｢��33.5 ���づ#ッ�5,293,286 售3"縒�普通交付税u8,286 

Ho姦悪1撃言霊 途ﾃ����0.0 ��7,000 ����� 

11分担金及び負担金 ��s"ﾃs3��i.i ��172,738 白��� 

12使用料及び手数料 ��srﾃS�B�1.2 ��3�ﾃs�2�175,72ま 亦���幼稚園使用料▲l,793 

13国庫支出金 ��ﾃ鼎2ﾃC迭�′ 12.6' 都bﾃcCb�2,020,141 ��"絣�児童扶養手当費3,097 児童発達支援事業費牲978 社会保障.税番号制度システム整備事業費8,506 が揖まる地域交付金12,620 年金生活者支援給付金支給準備事業費540 保育緊急藤森事業費14,020.- 幼稚園立国賛助費2,885 分散型エネルギーインフラマスタープラン20,000 策定事業費 

14県支出■金 15財産収入 16寄附金 こ17繰入金 18繰越金 19諸収入 20市債 歳入合計 -一般財源一般財源 ≡区分特定財療 自主財療自主財源 訂区分依存財源 ��ﾃ�C�ﾃss2�3"ﾃ3s�����sCRﾃS#b�s迭ﾃ�����S2ﾃsSR�"ﾃC�津�SE���RﾃCc2ﾃ�迭�津cSづ�途�Rﾃ��Rﾃ�唐�Bﾃ3�2ﾃゴ2�ﾆﾂﾃ�c津3C(�ｲ�6.8 0.2 0.0 4.8 ･0.6 i.0 15.6 loo.0 62.5. 37.5 28.4 71.6 �3BﾃSsb�Cc津SC��Rﾃ�3"�C"ﾃ3���sCBﾃS澱�S�"ﾃツr��S�ﾃs#��Cs"ﾃsモ�#s�ﾃ����i,076,349 32,378 I 745,526 565,358 158,787 2,461,354 16,207,791 10,250,964 5,956,827 も866,641 ll,341,150 澱ﾃb���"�����B綯�2絣�偵���R�"�������c2�"�3b繧�3����s����児童発達支援事業費7,489 電源立地地域対策交付金18,631 鹿児島県地域振興推進事業費5,2甜 生活困窮者自立支壌制度施行円滑化1,loo 特別対策事業費 施設開設準備経費助成特別対策事業費522 子育て支援交付金移行事業費▲4,180 保育緊急確保事業費4,674 多面的機能支払推進交付金1,朋0 前年度繰越金469,549 介護保険特別会計過年度返還金130 壊期高齢者医療特別会計過年度返還金55 後期高齢者市町村療養給付費負担金4,847 過年度返還金 食の拠点エリア整備事業23,800 市道革良縁改良事業18,500 
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(歳撞)､､rLo 

既定予算額 劔^)�2��c8ﾘb��合計 剳竦ｳの内容 ��

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

i議会費 ��s2ﾃc湯�1.i ��173,699 ����� ��

2総務費 ��ﾉ�Fﾆ�ss2�ll.7 �3C津イ��2,160,622 ��2�2�市制琴行10周年記念事業7加 社会保障.税番号制度システム整備嚢11,529 財産管理費(庁舎関連)2,500 財産管理費f市有地関連)4,1舶 宝莞雷撃墓誌業2≡喜,,oooo呂 交涜Å口拡大支援事業補助金600 芸霊警護謡マスタ一斉ン策定事業等漂oo 自治公民館建設整備事業補助金920 ��

I �9j��iN��3,688,883 �#2ﾃ��l16,156 �2ﾃ��Rﾃ�3��23.5 僖霎��hｨ逸(辷�ｸｹWHｾ�辷ｸｸ��OXﾆ��C���hｨ移(ｸx�(齷zx辷��y7育ｸﾗ8苓ｨｨ峪<�¥ｩ�鞜H馼ｼc�ﾃ����X郢�ﾘ､ｩ�ﾘ��OXﾆ��Y�ﾉ<�¥ｩ�鞜H馼ｼi^(�ｾ�S#"���ﾉY�8郢�ﾘｬyyﾙN�査鰮^(�9N��ﾃ����]佩ﾉ]ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇhﾘﾈ�ｾ��"�]ｸ支贓9傀袷h淤��}X鳧��~�馼ｼh�ﾃ�=C鉄B�髯;iJﾙ$)[i&HｸｹWIN�#津涛2�]ｸ支�&闔h��支,H辷�5ｨ985��ｸ馼ｼc#��ｩY;iWﾙwｸ詹9hｸｹWIN�ﾃ#���|8支馼ｼi<�¥ｨ檠���ﾉ��ｾ�"ﾃc����iY�ｸ支�戊�9N��"ﾃ��r�ﾙ�ﾌ定ﾊx辷�ｾ�]Hｭ(ｾ�C2ﾃ�湯� 

4衛生費 �"ﾃCSBﾃ3SR�15.9. �#�ﾃcs��2,476,033 ��R�2�水痘予防接種等経費11,557 国庫.県支出金返還金2β21 危険廃屋解体撤去工事覇助金3,600 市有墓地維持補修費f工事)4,500 

5労働費 澱ﾃ鼎R�0.0 �CCXｷﾂ�7,090 �����働く女性の家管理費く維持補修費)145 

6農林承産業費 7商工費 8土木費 田�2ﾃピb�3�3�����"ﾃ#�づ�sB�4.5 2.5 14.3 唐ﾃc3Rﾒ���#2ﾃ��2��途ﾃ#C��7¢2,511_ 406,273 2,415,314 倡9x�5�8�ｬyyﾙN����E�h郢�ﾘ査鰮N�ﾃS���B�9E�iE��ｩ�餔X馼ｼb咽)>ﾉ&霎h,ﾘ�ｩ���ｘ駟k�N�#cB��ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZY�I�佰�WHｾ�駟k�N�s���ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZXﾏ�WHｾ�X�%8ｾ�"ﾃ3�"�ｿ盈穎ﾈ自5ﾙ8xﾗ�цｨ��ｸ峪�I�倬hｼi^(�ｾ�#C��"綛ｶﾉ�吋i��(飲Xｾ���ｮﾂ�臺h�Lｹe鞁�z�y�hｴﾉD�豫yyﾙN�ﾉ����;刋�ｸ鰮N�ﾟ磯ﾙ^(�9N�3�ﾃ�#��;刋�ｸ鰮N�ﾔ磯b�3�ﾃ�����9;���|xﾘﾈ淤|x馼ｼc�づX�"���9;��ﾉUﾈ鉙ﾘﾈ淤|x馼ｼc津YIR��9;冓ﾉY��ﾈ淤|x馼ｼiN�ﾃ�����9;�(h皐ﾋHｫ8淤|x馼ｼc2ﾉo����9;�8ﾈ�)�ﾈ淤|x馼ｼcBﾃS����9;��eｸ�(ﾘﾈ淤|x馼ｼcrﾃ�����9;��陌(憖>�ﾘﾈ淤|x馼ｼh畯Bﾈﾝs���B纖Uｹxｸ捧�円ﾉ^i�鮎c添U柳���9;兩做(ﾘﾈ淤+x馼ｼcRﾈ�3��;刋��i�ﾘ淤|yN�ﾈﾝs��ﾏ�,ｨ���8郢�ﾘ馼ｼiN�ﾃS���憖�ﾈ査鰮N�*ﾘ査鰄�ﾆ��bﾃC���f餤ﾘ��d�~ﾉ+yN�險ﾇﾈｮﾂ粐�=�臧ﾏh��6x488ﾉ�餔X馼ｼc�ﾃ�����8�9Vﾉ�ﾈ���9��驢ｸ馼ｼcC������8ｨ7H4��ｸ8�馼ｼi^(�ｾ�3�ﾃ����
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9亨芦防費 塔S�ﾃ�Sb�5.5 釘ﾃS���855,656 迭�2�原子力防災ガイドブック作成4,5拭 

柑教育費 亦ﾆﾃ#2ﾈ�ｳS2�7.3 ��bﾃxｫ池�i,139,863 途���童≡≡≡清三壬 

lt災害復旧費 �3Rﾃ����0.2 澱ﾃX�(���41,500 ���2�悪童悪霊書芸謂芸;喜喜oo 

･12公債費 �"ﾃ��Bﾃ����i3.0 ��2,0王4,191 ��"紕� 

13予備費 ���ﾃ����0.i. ��10,000 ������ 

歳出合計 ��RﾃCc2ﾃ�迭�100.0 都CBﾃS澱�16,207i791 免���� 

P
IJ
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一般会計補正予算(第3号)性質別比較表

(単位:千円,鶴) 

区分 刳�阯¥算額 剿�ｳ(第3号) 俘xﾇb�冩Y�8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 一寮一 拍 級 考 ���ﾈ�R�3,034,015 ��偵b�1,240 �2ﾃ�3Rﾃ#SR�18.7 兢ｸ支贓9傀袷h淤����鳬<�~�馼ｼcS#��臺h�Lｸ��ﾙ�z�y�hｴﾉD�豫yyﾙN�#��

扶助費 �"ﾃcC�ﾃSCb�17.i 鼎bﾃ3���2,687,864 ��b綯�児童発達支援給付費29,957. 児童扶養手当給付費9,291 私立幼稚園蕊国費歳費溝助金7,079 

公債費. �"ﾃ��Bﾃ����13.0 ��2,014,191 ��"紕� 

計 途ﾃcヲﾃsS"�49.7 鼎rﾃSS�｢�7,737,3相. 鼎r縒� 

消 普 的' 塞 費 ･そ の■ 輿 毒の｣ 輝き 輸 兒以���1,494,915 湯縒�72,502 ��ﾃScrﾃC�r�9.7 倡9�x邵ﾗ3���D雍ﾉD�hｼbss�����檠]ｸ����YMHﾘi�y7�5h5�6X8��餔YN�ﾃS#��Zｨ藕ﾅ�4x6ﾆ友�4ﾒﾘ48987H8�7ﾘ5�5��ｸ7h*ｸ98ﾟI.磯hｼc�津イB�D霎��hｨ逸(辷�ｸｹWHｾ�辷ｸｸ��OXﾆ��C���hｨ移(ｸx�(齷zx辷��y7宛�ﾗ8苓ｨｨ峪<�¥ｩ�鞜H馼ｼc�ﾆﾆ��ｩY{9Jﾙ$(辷�ｸｹWIN�3b�]ｸ支�&闔h��支,H辷�5ｨ985��ｸ馼ｼc#���iY�ｸ支�戊�9N��"ﾃ��r�侭9yuﾉf��ｨ顥9佝����ﾃSSr��9x�5�8�ｬyyﾙN��2��ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZY�I�佰�WHｾ�馼ﾘﾉN�s��E�iE��ｩ�餔X馼ｼi¥ｩ>ﾉ&霎h,ﾘ�ｩ�餔R倬ik�N�#cB�臺h�Lｸ��ﾙ�z�y�hｴﾉD�豫yyﾙN�rﾃ�モ��8�9Vﾈ�(���9��餔X馼ｼcC��r�ﾋH��|ﾙf胃�4ｸ486�7X*ﾈ5鞐ﾉ�ﾃH����7虻X�ｨｬyyﾙN�C����

維持靖修費 �#�Bﾃ3���1.3 鉄Rﾃsコ�260,086 ��綯�財産管理費(庁奪関連32,590 財産管茸費(市有地鰐運).2,5純 愛涜センター維持槍経費.1,580 老長南祉施設管理費∈庫持靖修費)1,相中 働<女性の家管理費く維持覇修費)145 農莫施設捷持費4,5QO 道路練持費宅維持靖修費き30,120' 交通安全施設事業費3,0餌 河川維持費∈維持靖麿費36,400 公園事業費∈維持靖彦費31,220 体育施設維持繍経費2,知日 交誼人口拡大支援事案靖助金6桝 分散型エネルギ-インフラマスタープラン策定事業156 保育士等処遇改善拓時特例事業14,434 国庫.県支出金返還金45,120 多面的機能支払交付金負担金2部2 串秦野.甑島航路活性化韓選事業覇助金240 空き店舗等活用促遭事業補助金2,835. 市債管理基金積立金283,0餌- 介讃保険特別会計繰出金12≡ 療育事業特別会計鰻出金2,680, 国民宿舎特別会計繰出金11,loo 

補助費等 計 積立金 投資一出資A貸付金 康出金. ? �ｨ�ﾂ�津#3bﾃc3"�"ﾃ�3Rﾃイ��#3"ﾃ�ッ��篥ツ��津#C津田r�ﾒﾃCィﾃ��2�■8.0 19.0 i.5 0.0 8.i 9.6 田Bﾃンr��ｳ�2ﾆﾃィ�#�2ﾃ�����2ﾃs�"�#澱ﾃs�"�1,301,529 3,129,032 515,186 1,860 i,263,679 1,780,725 唐����偵2�2�"�����r繧�ﾆﾂ���
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投 管 的 搾 費妻 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��3,308,582 �#�紕�200,642 �2ﾃS�津##B�21.6 儻亊)yX�(ｾ�)m�ｳ��｣#����､��郢�ﾘ､ｩ�ﾘ��OXﾆ��Y�ﾉ<�¥ｩ�鞜H馼ｼi^(�ｾ�S#"�ｦvf闃�$ixｸﾈ)Uｲ�6x既W��fvx��ﾈ(ﾈ%4%5256���雜���9;�伜)E�ﾉ|x馼ｼcBﾃS����9;��eｸ�(ﾘﾈ淤|x馼ｼcrﾈﾝs���9;��陌(憖>�ﾘﾈ淤|x馼ｼc�Bﾃ�����9;冢ﾈﾋ9[ﾘﾕﾙ�ﾈ淤|x馼ｼcRﾈﾞS���9;亶im穎ﾉ8靈H木淤|x馼ｼc津�����9;冢ﾉ�ﾈﾘﾈ淤|x馼ｼcY>S��;刋��i�ﾘ淤|yN�ﾃ����ﾏ�,ｨ���8郢�ﾘ馼ｼiN��ﾃS�ぴ�憖�ﾈ査鰮N�ﾔ磯b迭ﾃ����=�臧ﾏhﾙ�6x488ﾉ�餔X馼ｼc�ﾆﾆ�����8ｨ7H4��ｸ8�馼ｼi^(�ｾ�3�ﾃ����ｿ盈穎ﾉ(hｧxﾕｩ�ﾈ支ｭ����f��X淙�8馼ｼcbﾃC���

災害復旧事業費-; �3Rﾃ����0.2 澱ﾃS���41,500 ���2�農業施設災害復旧費4,500 林業施設災害復旧費2,000 

計 �2ﾃ3C2ﾃS�"�2'1.6 �#�rﾃ�C"�3,550,724 白�=��� 

予備費 冓P,000 ��謦� ���ﾃ����0.i ��

歳出合計 �15,463,195 �������744,596 ��bﾃ#�rﾃs���leo.0' ��
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宅歳入)弾且.千円%) 

義 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�偬ﾉ�2��c�ﾘb��合計 剴汳[正の内容 
金_額 仗Y�xｯ��金額 仞�ｧ｢�痩盛衰 

l国民健康保険税 亦�ｹ�c�ﾃcィ�12.2 ��i 560,684 仍����

2使用料及び手数料 鼎���圭 !0.0 ��I 誉40Q I ����� 

3国庫支損金 ��ﾃ�s津ピR�23.5 ��i,079,875 �#2ﾃ"�1 i l 

4県支出金 ��モﾃsC��.4.i 辛 ��b�188,741 釘��� 

5療養給付費交付金 �#s津涛��6.i 白�ﾅﾃ��ﾃ鼎r�291,946. 澱�2�i -療養給付費交付金11,947 

6前期高齢者交付金 亦ﾃ3唐ﾉe�R�38.3書 ･… 冓,390,065 �#偵��F 

7共同事業交付金 鉄��ﾃ�ッ�12.7 ��581,086 ��"飩�� 

8財産収A 亦ﾃ#�"�0_0 ��2���1 1,282喜銃0 ! � 

9繰入金 鉄�づsc2�10.9 �3sr�盲01,140 ���繧�国展感康保険基金繰入金377 

柑繰越金 ��b�"�0.0 鉄づ3�"���5尋1.2 剔O年度繰越金58,382 

11諸収入 途ﾃ�C"��0.2 白���������7,142 ���"� 

歳入合計 釘ﾃS��ﾃ�3��leo.0 ����s�ﾃs�b�も66.a,745 棉H�｣���� 

く歳出)(単位:千円.鶴) 

慕 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢��%ｹ�2��c�ﾘb��合計重点 
金額 幽ﾕﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 冖帝�8,ﾉ>�9��

1線寮費 �3�ﾃ3#B�壬0.7 ��31,324 唐縒� 

三保険給付費 �2ﾃ3��ﾃS�"�73.7 ��.3,381;592 i 都"綯� 

3後期高齢者貫壌金等 鼎�"ﾃ�#��乱8 ��SB�403,883 唐綯�i 後期高齢者支援金ほ4 

4前期高齢者納付金等 �#唐�0_0 �#2�313 ���る(��前期高齢者鮒金23 

5老人保健拠出金 �#"�0.0 亦�����22 �����I I 

6介護.納付金 ��s2ﾃSc��3.8 ����爾�b���ITS,561 �2縒� 

7共同事業払拭金 鉄3�ﾃc���llー5 ��530,691 狽紕� 

8保塵事業費 田�ﾃ�sb�i_3 ���b���61,076 釘�偵2������ 

9基金積立金 I I ��ﾃ#�"�0_0 ��I 1,282 ��b�����ﾂ� 

18公債費壬 ��#��0.0 ��蔓128 亦�ゅ畏b����� 

11諸支出金 �.��S"�0.1 都�ﾃS#��7も68i i ����国庫支出金等返還金78,529 

12予備費 �9��よ��8*$6T��剴�謦� 

歳撞合計 白�.�S宙�｢ﾃ�3��180.0 白�sづr��｣b�I も660,745 鳴������� 
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(歳入)､､軌8 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧｩG�燃��c�ﾘb��剄〟恁v 剩��^)�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�r&* 俘(�7�� 俔ﾉ�ﾉ�｢�

1保険料 田3Bﾃ�3"�17.3 ��634,132 ��17.2 ��

2使用料及び手数料 都��0.0 白���70 �������

3国庫支出金 涛��ﾃc�2�24.9 ��#"�911,715 �#B縒��ｨ������耳������������ﾈ����ﾒ籀�ﾈ耳����������耳����ﾘ��耳����爾�&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ�#"��靜ﾉuﾉf磯hｼb��

4竺竺金呑吐 ��ﾃイ2ﾃ#唐�28.5 釘ﾃ#3"�1,847,538 倩｣)y�B��ｨ爾�介護給付費交付金4,206 地域支援事業支援交付金26 

5県支出金 鉄SRﾃSSB�15.2 ��b��ﾂ�爾�"ﾃ����557,555 ��R謦��&闔h辷�馼ｼhﾏ�WHｾ�����靜ﾉuﾉf磯hｼh*ｲ�ﾘ)~竟(ﾋ8ｴ97�4�6(7i&闔i^�x5�4�涛���I�倬hｼi^(�ｾ��&闔h5�4�檍ｶ8ｨ駅��I�倬hｼioX�ｾ��ﾄ$��

6財産収入 ���0.0 ��i �������

7繰入金 鉄�rﾃ3c��14.1 ��"�517,372 ��B���壷Lｨ檍ﾇi�ﾄ�ｾ��"�

8線.越金 ������0.0 礼闔ｨ爾w蕋�#�ﾃCS2�21,454 ��綯�����7案ｨ葎ｾ�),ﾓS2�

･9諸収入 田R����0.0 ��65 ��0.0 ��

歳入合計 �2ﾃcc"ﾃ�sB�I 100.0 �#rﾃs#��3,689,894 ���������

(歳出)く単位:千円,%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c�ﾘb��合計 凵[補正の内容 介護認定費(認定調査等費)8 
金額 俔ﾉ�ﾉ���'金額 仞�ｧ｢�構成比 

1総務.費 �3bﾃC���I.0 i 白���36,481 白ﾔ･EB�����

2保険給付費 �6hｿ8俉ｲ�㌃言-9 i.1 】1 ��3,584,852 涛r�"�

3地域支援事業費 �3津3�b��"ﾃ����41,386 亦�鳴謦���介護予防事業.90 高齢者元気度アップ地域包括ケア9別 推進事業 地域ケア会議活用推進事業i,匂oo 

4財政安定化基金 ���0.0 ��1 ����� 

5基金積立金 亦�io.8 ��i ����� 

6公債費 ��ﾃ��"�0.0 �2�I 1,082毒 ����� 

I 

7諸衰出金 歳出合計 鼎X-ﾆ��0.0 �#RﾃcC��26,091享 ‡ ��縒�国庫支出金等返還金25,糾0 

一~ー 3,662,174 �������27潤一 �"�2ﾃcヲﾃンB�100.0 ��

-8-
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傭人)(単位:千円%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢��%ｹ�2��c�ﾘb��合計 剿�ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�t金額 仞�ｧ｢�構成比 

1事業.収入 ��づs���87.6 ~‥｢ 12.4i 0.0 ��18,718 偵sよ��F I 

2繰入金 �"ﾃcS2��"ﾃc���5,253 I �� 21.9t �6yLｩTﾘﾇhｧﾈｾ�"ﾃc���

3繰越金 �����1 ����� 

4諸収入 ���0.0 ��1 ����� 

歳入合計 �#�ﾃ3s2�100.0 �"ﾃc���23,973 ������� 

(歳出)(単位:千円,%) 

急 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�冩Y�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総務費 ��rﾃcs"�2緜���82.7 ��17,672 都2縒� 

2障害児適所支援事業費 �'16.8 ��c"sc���6,201 �#R纈�i療育圃鮒離費2,600 

3予備費 �����8.5 ��100 ��紕� 

歳出合計 �#�ﾃ3s2�loo.0 �"ﾃc���23,973 ������� 
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宰成鰯鈴音医療特別会詮厳正予算(第1号)構成表

(歳　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款
既定予算額　補正(第1号)　　合　　計

金　額　構成比　金　額　　金　額　構成比

･監芸悪霊荒　294,898　72,0

2　使用料及び手数料　　　　50　　0.0

3　繰　　　入　　　金　114,509　27.9

4　繰　　　越　　　金 1　　0_0

5　諸　　　収　　　入　　　　461　0.1

歳　入　合　計　　　409,919 100.0

294,898　　71.6

50　　　0.0

114,509　　27.8

補　　正　　の　　内　　容

2,182　　　2,183　　0.5前年度繰越金

461　　0.1

2,182　　412,101 100.0

(歳　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,弘)

読

既定予算額　補正(第1号)　　合　　計

金　額　構成比　　金　額　　金　額　構成比

費　　2,256　　0.6

407,162　　99.3

450　　　0.1

備　　　費　　　　51　0.0

歳　出　合　計　　　409,919 100.0

2,256　　0.6

補　　正　　の　　内　　容

2,127　409,289　99.3被保険者保険料

55　　　505　　0.1一般会計繰入金返還金

51　　0.0

2,182　　412,101. 100.0

-日-
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9月清正予算の概要

隠見】弾位:千鞘 

義.項.日 倬hｼikﾂ粨皦,育ｸ��ﾟH,ﾉ>��I9��既定額 ��I�8ｧ｢�計 

9地方交付税 ��X�,ｨﾏ�WI�XｬX暹D�*ｸﾞ��ﾘ攣uﾈ螽�����4,575,000 ���づ#ッ�も693,286.-: t' E 

損地方交付寵 ��ﾏ�WHﾈ�.逢ｩ9忠[ﾙ�ﾃ#iD�7�*ｸ*ﾙ[ﾘ�#YD�7ｘ�ｺｲ��
①地方交付税 唸ｮ顏�ﾞ��ﾘ�whｧ｢��途ﾃSS"ﾃ3cY�x励rﾃc�胡#)�x苓�ﾈ�3Sづ�Sy�x冷�

･基準財政収A額時32,792,983千円2,781,490千円ユ1,493千円 

･交付基準額fAト卸4,759,382千円4,828,932千円▲69,550千円 

･詞●整額乾き5,985千円0千円.5,985千円 

/重杜敦定額払ト伯王妃14753397千円4828932千円A75535千円 

･蔭時財政対策費577,329千円62台,427千円Å43,098千円 

･交付税ヰ経財億.5,330,726千円5,449,359千円▲1時633千円 

Q主な増減. 
･基準財政需要額.公債費1弘383千円 

モ全国緊急防艶施第億83,07日千円､掠時財政対策債朗,943千円) 
･地域の元寛創造事業費1ー4,074千円 

･地域振興費▲107,891千円 

･清掃費▲181,887千円宅事案費補正清掃センタ一分) 

･地域経済.雇用対策費▲30,紀9千円 

･基準財政叔A額A地方消費税交付金5㌔798千円 

･市町村交付金▲25,622千円 

o交付決定額等く合併算定替)上本算定)爆撃額) 
･普通交付税摘4,759,382千円4,223,653千R.535,729千円 

･島時財政対策億卸.577,329千円566,953千円10,376千円 

計鱗河田5,336,711千円4,790,606千円546,105千円 

12使用料及び手数料 ��v9'H��諍w�{��靈逢｢乂xﾕｨｻ8支攣uﾈ螽�����5,774 ��3�ﾃs�2�3,981. 

(i)使用料 俛�,ﾉv9'H����ﾙ�V�YN�(�ｾ�ﾙ�蝎oXｫHﾌ�7逢ｨ*ｨ淤�8+8.ｨ+ﾘ+�,h,僵ｨ*Hﾏizyv2�

⑧教育使用料 �'Hﾙ�]ｸ支怦,ﾈﾋ瑛ij�+�.h.俶yw�{�,ﾈﾋ逢､2�

13国庫支出金 ��ﾘ*ｨ/�,�.�&闔hﾏ�WHｾ����hｴｲ俥��ﾘ攣uﾈ螽��(c��0 81,700 9,513 95,809 2,419,054 ��"ﾃc#���づc8�ｲ�Rﾃ#c��SCc津SC��C"ﾃ3���12,620: 一oo,33l l4,7悶- 565,358. 2,461,354 

(2)国産靖助金 綿ﾙ�,ﾇ(ﾔH�ｬ(��ﾋｹ�鞜H,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾆ���鞜Fｨ,X��N��X処�8+�,�.h.僵ﾙ:靈握刎���■①治憲費国庫希砂金 14県支出金 �.(鰮��4�,�ﾙ-��ﾉ+x,倬�+x.�+ﾘ-�,����ﾘ+8.ｨ+ﾘﾏ�WHｾ���

国の経済対策モ平成25年相月閣議決定)に伴い,市町村が行う追加公共事業等 
の地方負麹額に財政力等を勘案して交付され､韓年度府r地域の元気瞳時空 

曹金｣と同様に建設地方債の発行対重患費となる地方単独事業に充当できるQ 

0交付金算定方鎮 
･交付金対義地方負担額:39,687千円.交付率:8.318 

･交付金算定額:12,620千円 

･o充当事業宅事業費き弓充当額) 
･市道大音河内轟改良事業14,QQO千円12,620千円 

◎電恵立地地域対策交付金モ追加∋政策課予算書p10 

.撞県靖助金 ���9h馼搨�,x��Z｢��韜hｼiN�員ｹ9hｧ｢��
母線寮費県補助金 18線韓金 唸�9;冢ﾈﾋ9(h匣ﾘﾈ砡鰄ｯ�搏#2ﾃ�ﾞY�x鈴z｣c3��x冷�

魯鹿児島県地域振興推進事業費モ追加)政策.食のまち推進課予算書piQ 
o充当事葉(追加分)宅充当額) 
･いちき串木野市体感魅力アぎプ事葉1,928千円 
･薩摩藩英国留学生奇念鐸オー74=さゆ.耳へ寸:ヰ事業酌む千円 
･薩摩藩英国留学生記念館誘客宣伝事業979千円 
･食のまちづくり推進事業1,551千円 

計5,260千円 

◎前年度簸越金(追加き財政課予算書p11 
(I)繰越金 唸ﾜ��jｸｧ｣�rﾃScRﾃ�#i�x励Hﾜ頽�乂｣�bﾈ��づcペ�x冷�

①繰越金-.. 20市債 ��ﾜ���ﾜ頽�x処ｧ｣y&�33��x冷霪ｨ掠k雹iN�ﾈ葎ｧｩ�ｩ53塔��x冷�
..実質収支額565,358千円 

母市債看過効き.財政課予算書が1 

(i)市債 ��ｹ�ﾘﾋｈｯ�.逢｢忠¥�ｒ��ﾘﾋｒ�

①線素億. 唳��,ﾈｹ)5�4svｨ4��驢ｹ�(ﾄ�#"ﾃc���x励#bﾈﾍ3��x励#2ﾃ胃y�x冷�

感土木債 唳;刋��餔X馼ｼhﾜ#3�"ﾃ嶋���x励I'�C���x励�づXﾗﾉ�x冷�

計385,500千円427,800千円42,300千円 'o市債残高等 

一市債残高:21,926,223千円 

うち交付税措置見込額:王3,387,085千円く交付税措置率:61.1%) 
4合併特例寄集費活用額:4,450,60虫干円く活用率:54.蟻) 

(注)国産･県支出金等の説明は､歳出ページに記載C
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正歳出】…ム 

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

2飴藩費 ���9�x邵ﾗ3��H�D雍ﾉD�hｼh��,x��从ｹwｸ攣uﾈ螽����"�3ユ5 都���i,別5 

f1)給養管理費 ��馼ｼiN�s���x冷���Y{��
･①一般管理費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事業内容等. 

平鹿27年度に市制施行柑周年を迎えることから､記念DVDを制停するB 

事業年度:平成26-27年度ほか牢債務負担行為認蔚 

③電子計算機 ����檠]ｸｧﾉ¥ﾉMHﾘi�y7�5h5飴ﾈ8�ﾘﾉXiN�O�z9��ﾘﾈ攣uﾈ螽����"�6,783 棉BﾃS#��18,3ユ2 

管理費 ��馼ｼiN�ﾆﾂﾃS#��x冷���Y{��

Q特定財源:籍寮費国産補助金8,506千円モ審助率10鍋､2/3) 

o事葉内容等 

平成28年1月から制度開始予定のr社会保障.税番号制度再こ伴う住民基本台輯 

システム等の追加改修轟費8 

⑤財産管理費 ⑥企画費 ▼ヽ ⑨企業立地 ��ﾘﾞ�蝌ｬyyﾙN�8i*��ﾙ������,x���俥��ﾘ攣uﾈ螽����"�3,O†l �"ﾃS���5,5il 

0事業費:2,500千円く修辞科) 

○特定財寮:- 

o事業内容等 

串木野庁舎南側通路繍鯵及び玄関前喫煙スペース設置等の経費Q 

②財産管理費挿肴飽田頭目新規)財政課予算書p12 ���4,一oo 釘ﾆﾆ��

0事業費:4,100千円(偉縛科2,500､委託料1,600) 

o特定財蜜:- 

Q事業内容等 

清和町にある市有地の法面祷修及び輝野原住宅跡地の造成設計紹経費也 

@市債管理基金苛立轟く新患)財政課予算書pl2 ���"ﾃ����������283,000 25,000 600 20,000 �#�2ﾃ����#rﾃ�����ﾃS���#�ﾃ����

o事案費:由3,000千円(積立金) 

o特定財源:- 

Q事業内容等 

地方財政鼓第7条によ即決算剰余金が生じた場合は,その剰余金のうちti2鑓上の 

金額を積み立てるか､地方債の綾上償還に充当しなければならない｣ため,市費管 

理基金に積み立てる○ 

･平成25年度実質収支額565,358千円 

･平成26年度寮市債管理基金残高く見込み):I,584,316千円 

窃食の拠点エ撃ア整常事業宅追加)食のまち推連課予算書p王望 
0事業費:25,000千円(工事費) 

Q特定財源:食の拠点エリア整備事業債23,800千円宅合併特例事業債) 

Q事業内容等 

食の拠点エリア整掛こ伴う駐車場等晩758m33の整備8 

魯安産Å口拡大重壌事業覇助金(追加∋政策課予算書p12 

o事業費:由o千円(靖劫金) 

o特定財帝:- 

o事業内容等 

(当初)(年間見込)(増減) 

･補助見込件数6件柑件4件 

(丑分散型エネルギーインフラマスタープラン策定事薫く新規)政策課予算書pi2 

対策費 枇馼撕N�#�ﾃ����x冷雲��N��SjI��N�#jH�w�N��ﾃcC:H勾�Y{��ｳづ�sR��

Q特定財泰:給養費国産委託金28,Q88千円宅全額) 

o事業内容等 

F日本一環境負荷の少ない工業団地｣の実現に向け,官民連携蔓こよる下衆汚羅及び 

再生東の有事活用を詞査することによ撃､工業団地内での低炭素化とともをこ創エネ. 

省エネを図るためのマスタープランを策定するQ 
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【歳出】.
ヽ ��(�ﾄﾄﾂ�H�ﾂ� 

急.項.目 I.一 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9���ﾙV�ﾈ5ｨ985��ｹ8�鰮�)�y�｢�,xﾛ�-ﾈ+�,8*ﾘ鵰��攣uﾈ螽����"�既定額 ��I�8ｧ｢�● 蘇 ��

2線務費 冒)線番管賓費 僮,838 亦ﾃU���･..ヽ∴ 2,声寧 白�ﾈ�ﾂ�辻ﾒ�

JO事業費:i,5桝千円看摩音鞘 ��

⑳共生協働. 愉<�.萎�ﾋ討�

推遵曹 3民生費 '(13社会福祉費 鑓馼ｼi>�vY9��

羽島交涜センター2階会議室の空詞設備取亀 一一 

◎自治公民尊重設整備事業禰助金槌師まちづく腫艶課予算熟1.2 白ﾃ��"�920 �"ﾃ����

0事業費:920千円く絡助金) 

o特定財療:- 

ロ事業内容等 

娼治公民館創潅事業部輔車覇輔車金㈲撒修内郭 
･下石野自治公民館590千円li3196千円屋嶺塗卦トイレ祷鯵等 

･牢番自治華氏館1,631千円1i3543千円屋根.外壁塗替婦鯵等 

･申j平壌自治公民館545千円1/3ー81千円土掛ド子等の蕃修等 

合計920千円 , 

◎年金生宿昔支援爵曹金支給準備轟費漸鄭市民課予算熟13 ���540 鉄C��
0事業費:548千円宅委託料) 

①社会福祉 愉<�.萎�|3ｩj��iN��ﾌ竸(�ｾ�SC��x冷��8ｧｨ*ｲ�｢�

籍寮費. ②障害者等 高社費 @老人福祉費 ㊨老A福祉施設. 管茸費 ◎介護保険特別 ��馼ｼi>�vY9��

年金生活者支壌給付金の支給に関する鎮静の成立に伴い､平鹿時相月1日から 所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金の受給者等に老齢年金生落着支援 給付金等を支給するためのシステム改修数 

◎生爵困窮者自立支壌制度施行円翻締別封兼事業漸患)福祉課予算熟i3 �������rﾃC�������C�"ﾃ�S"�i,loo 14,375 522 1,柑8- 12 白ﾆﾆ��ﾃBﾃ3sR��ｳrﾃ�#"��ﾃ#���C�"ﾃ�ｸ｢�

0事業費:日加千円く賃金517,旅費338,その他245) 

o特定財療:民生費県蕃助金1,王輔千円宅全額) 

o事葉内容等 

平成27年4月1日から施行される生活困窮者自立支壌制度に対応するため,複合的 な課題を抱える生活困窮者-の支援を適切に行うための準備患熟 

母国庫憤支出金遺聾金牌鄭福祉課予算勤13 
Q事業費:14,375千円モ返還金) 

o特定財源: 

o'事業内容等 

平成25年度障害者自立支援給付費等の国庫.県支出金返還勉 

母施設開設率廟岳費助成桝相乗事業寄助金盛衰健康増遭課予算勤l3 
Q事業費.:'522千円浦助金3 

Q特定財源:民生費県審助金522千円く全額〕 

o事業内容等 

社会福祉態A監昂会-の審轟金の追加C 

◎老Å高社遼東奮理費磯野審修熱く戯顧福祉課予算熟i3 
0事業費:1,柑Q千円宅修薄料) 

o特定財療:- 

Q事業内容等 

串木野高齢者福祉センターと市来高齢者福祉センターの男子トイレの改修去 

①介護廃療特別会計繰出劉追如健康増蕃課予算熟13 
会計財政対策費 枇駟wIN��)�x冷����ｾ���

o特定尉療:- 

o事案内容等 

地域予防事業の実施に伴う介護保険特別会計-の轟出金の追加Q 
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星歳出】､､仙 ● 

敦.項.目 3民生費 隙き短童福祉費 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 僥Y�8ｧ｢�計. 

①保育士等処遇改善臨時特例事業を薪勧福祉課予算書p13 ���ー4,954 ��Bﾃ鉄H�2�
0事業費:14,954千円く時間外勤務手当528,補助金14,434) 

②兜童運営費. ③保育所費 -■ 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ竸(�ｾ�唯ﾃ(咾Y�x苓ｮX�zb�2���

民生費県補助金1,869千円(寄助率ユ′83 

o事業内容等 

保育士のÅ樹液保対策を推連するた軌保育士の処遇改善に取撃級む保育所への 

葡助とその事務経費C ②盛衰発達支援給付費嬢粥.福祉課予算書が3 

32,457 �#津涛2�62,450 

O事業費:29,993千円f笹寮費36､扶助費29,9573 

･o特定財療:民生費国庫負麹金鴫978千円(靖助率1i2) 

民生費県負麹金7,489千円(襟助率1/4) 
･o事業内容等 

く当初)受給者50人建べ3,816Å給付費3私328千円 

(変更)受給者80人延べ7,302人給付費62,285千円 

@保育所地域子育て支凄センター事業く追加)福祉課予算書p14 途ﾃ�#��28 途ﾃ鼎飲��
Q事業費:28千円宅委託料) 

Q特定財療:民生費国庫補助金9千円(補助率1/3) 

民生費県補助金9千円(補助率1i封 

o事業内容等 

保育所地域子育て支援センター事業-の補助基本額の改定に伴う委託料の追加e 

◎児童扶養手当給付費縫舶碍祉課予算書が4 ��C鎚ｸ｣��9,29ユ ��Sづ33��
･0事業費:9,2割干円く扶助費) 

o特定財源:民生費国庫負担金3,蛸7千円く甫助率王/33 

o事業内容等 

(当初)受給者328人延べ4,050人給付費149,048千円 

モ変更)凄鈴音348人延べ鋸l払給付費158,339千円 

◎国庫庵衰由垂返還金漸部一福祉課予算書pi4 ���"ﾃcS2��津��2���665 2,600 12,917 28,059 田コ�Rﾃ#S2�3"ﾃs#��#づ�S��

Q事業費:665千円(返還金) 

甲特定財蘇:- 

Q事業内容等 

平成25年度児童扶養手当等の国庫.県支出金返還金o 

■㊨療育事業特別会泰盛由壷套追舶福祉課予算書p14 

O事業費:2,60O千円(線描金) 

o特定財源.I: 

Q事業内容等 

療育国のフェンス取付等に伴う療育事業特別会計繰出金の追加0. 

◎生等寮育所運営費看過細さ福祉課予算書p14 
0事業費:12,9ー7千円(賃金10,917､需用費1,600､億品購入費400) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

見所児童数噂に対応する臨時噴員貸金等の追加C 

･A所音数極月1日現在):95人(対前年15人嘩) 

岳民生費 ��ﾘﾙ�ﾌ倡因��､8戊ｾ����Hｺ8*Hﾘ(�8攣uﾈ螽���ﾃB�

痔き生活保護費 枇馼ｼiN�#づ�S��x鈴�饐Hｭ(ｾ���

①生活保護 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

給養費 鑓馼ｼi>�vY9��

平成25年度生活保護費等の国産支出金馳 
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､　ILL+P

正義卿,.山 

義.項.目 4衛生費 .(月保藤衛生費 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��庶定額 竸)�8ｧ｢�計 白�

①奉痘予防壊種等寮費更新郵庵療増巷課予算書pl5 ���H,557 ��ｳ�ﾃSXﾜｲ�

0事業費:lt,557千円(委託料) 

①保健衛生 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

練寮費 ⑤環境衛生費 ⑨墓地費 鑓馼ｼi>�vY9��

制度改正によ撃平成26年l蛸相から定期予防接種となる永癌の予防接種費用とそれに 

伴うシステム改修費q 

o対象者 

･生後12月から36月に至るまで糾､免時カ月以上の間隔で2回凄衛 

-生後36月から生後6鯛に至るまで軸､私宅但し､平成2時相月1日から平鹿節季 

3月3ほまでの特例期間内のみ1回壊種) @国東痛支出金返還金繍郵健寮増遭課予算熟15 

0 �"ﾃ�#��2,021 

0事葉費:2,0割千円樋還金) 

o特定尉療:- 
■o事業内容等 I 

平成25年度来熟兜養育医療給付費の国庫.県支出金返還勉 

■◎危険廃屋解体撤去工事覇助金∈追加)生活環境課予算書pl5 鉄���3,600 釘ﾈ示��

Q事案襲:3,600千円(靖劫金) 

o_特定尉東: 

o事業内容等 

く当初き(年間見込きく増減) 
･補助見込件数2件16件14件 

①市有基地港再審摩費く士魂蘭勧生活環境課予算熟15 ���4,500 釘ﾃS����
Q事業費:4,58日千円モ工事費) 

o特定財密:- 

○事案内容等 

木原基地内の通路の舗装Q 

5労働費 竸ｩ:ﾘ*ﾘ��ｸ,ﾈ徂ｬyyﾙN�ﾘ鰮�)h�N�*ｸ*ﾙ�I¥ﾈ�兀�8攣uﾈ螽����R�0 499 4,15ー 0 ��CS��c���.�S���#cB�145 1,179 8,651 264. 

(1)労働諸費 ��馼ｼiN��CY�x玲h�8�{��

③働く女性帝家 ��鳬jyYXﾆ#｢ﾒ�

管理費 6農林水産業費_ ��磯hｼi>�vY9��

働く女性の家の男子ト仲の改修B 

由市来ダム管理費f追制.農政課予算熟15 
く∬農業費 ��馼ｼiN�h�)�x苓*ﾘ勾�Y{��

魯農業線務費 母農業施設 ��<�.萎�ｮs｢ﾒ�

Q事業内容等 

市来ダムの管理費の追加q 

◎盛衰施設盛持費(過如農政課予算熟15- 
錘持費 ⑨土地改良T ��馼ｼiN�.�Xｩ��x苓�8妻怩��

Q特定財源:- 

o事業内容等 

農業施設の維持椿経費の追加や 

①農業農村整備事業別南東由壷盛衰轟き事務費(薪親)農政課予算書が5 
事業費 鑓馼ｼiN�#cI�x鈴8�N��

o特定尉療:- 

o事業内容等 

期南鞄区は場整備を.=係る県外-の用地交渉諦費e 
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E歳出】､,i ー■ 

義.項一日 倬hｼikﾄ�皦,育ｸﾟH燁>�vY9��既定額 偬ﾉ�8ｧ｢�計 

6農林永産業費 ���ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZY�ﾘﾘﾈ��(ｾ�駟k�N�*ﾙ,x��僞��ﾘ攣uﾈ螽��*｣R�351 塔s��一,230 
1(1)農業費 枇馼ｯﾉN�ピ��x冷�,�ｾ��y8�N�*H�w�N�#*H妤�8怎3#R��

･⑨土地改良 愉<�.萎�ﾋ陶E��迄蝌ｼiN�yoX�ｾ��ﾉ,ﾓ��x冷��8ｧ｢��

事業費 鑓馼ｼi>�vY9��

農業.農村の有する多面的機能の維持A発揮を図るための地域の共同活動に係る 

支援を行い､地域賛寮の適切な保全管理を韓塵するための轟費o 

◎多面的機能支払交付金負担金宅追加3農政課予算書が6 �"ﾃゴr�2,3i2 迭ﾃ�c停�

0事案費:2,312千円損換金) 

o特定財源:- 

o事案内容等 

-農地維持支払､資源向上支払交付金宅負捜割合:国50%､県25%､市25%) 

ほ初313地区(串木野地域9地区,市来地域4地区) 

宅変更)2日地区(串木野地域21地区,市来地域7地区) 

7商工費 冩ｨｿ盈穎ﾈ壑8xﾗ�цｨ��ｸ嶌ｭ引X馼ｼhｧｨ�ｾ�j��hｴｲ�伜傅Hﾔ�ｹuﾈ螽���E2�0 �#C��248 

往き商工費 ��馼ｼiN�#C��x苓�宇X�ｾ���

･②商工振興費 ● 母親光恵 宅)薩摩藩英国営学生 愉<�.萎�ﾋ討�

?事業内容等 

高速船瑚柄港移喪に伴い､利用者が減少している甑島航路の維持に努めるため､麓客 
待合所の管理経費の一部を蕃助するQ 

･40千円X6ケ月f対象経費のli2以内) 

◎空き店舗等括廃位遵事業靖助金宅追鮎衷産商工課予算書p16 �2ﾃc���SづCS"��津ssB�3�ﾃ#S"�3�������4,035 ■■■ ll,100 7,808 30,120 30,000 途ﾃc3R�c津SS"�#rﾃS�"�c�ﾃ3s"�c�ﾃ����

0事業費:4,035千円(靖助金) 

o特定財療:- 

o事業内容等 

(当初)(年間見込)(増減) 
一空き店舘等改修経費補助1倖5件4件 

･空き店舗等の家賃等靖助9件15件6件 

母国民宿舎韓別会計線出金く追加∋親光交詫課予算書が6. 
0事業費:ll,柑Q千円(繰出金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

国民宿舎及び温泉センターの維持審修に伴う国民宿舎特別会計-釣魚出金の追加Q 

◎薩摩育英由暫垂生記念館管理費宅追加)観光変成課予算書p16 
記念館管理費 室8土木費 ��馼ｼiN�rﾃ����x苓,�_��s#�I,�ｾ��ﾃ���ﾉE){���ﾃ���ﾈ勾�Y{�ﾃ#怨��

o特定財渡:- 

o事業内容等 

薩摩藩英国留学生記念館の生車場警備委託料等管理費の追加o 

①道藤森韓費毛経轟蕃偉勲廃船土木課予算勤16 
際)道路橋寮費 鑓馼ｼiN�8ｸ｣#��x苓*ﾘ勾�Y{�ﾃ�e�H�9�Y{��"ﾃ�i�HﾋHﾝ驅��ﾈ��栞+ｸ,ﾉ�ﾃBﾃ�)��

①道路維持費 愉<�.��{罎ﾒ�

o事業内容等 

市道の練持靖修費等の追加亡 

@道路凍持費妄工事)毛追加)土木課予算書が7. 
o事業費:30,000千円(工事費) 

Q特定財源:総務費県靖助金略631千円く電源立地地域対策交付金) 

o事業内容等 

(予定韓農名)く地区名)(事菓概要)(延長)(事業費) 
･野元中央轟野元側溝布課.額装一480m23,000千円 

･京島平町5号轟京島平町側葦改修2粥m.7髄8千円 
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E歳出】､､仙 

款一項.冒 倬hｼikﾂﾘ皦,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額靖正額 凵� 計 

8土木費 ���9;���+y�(淤|x馼ｨI,y]ﾙ7冦�ｹuﾉ┷ｮﾉ��10,000 姪づS���28,580. 

(2)道路橋梁費 鑓馼ｼiN�z｣S�?ｨｫ�ﾅ8勾�Y{�ﾃ���Hﾔ磯iN�ｨﾅ唔w�&餒�"ﾃ���D飲餒�ﾎ��

◎道路新設 愉<�.萎�ﾋ陶;刋��阯�馼ｼhﾜ)z｣S���x鈴�饐9&��鞜H馼ｼhﾜ"��

改良費 ��馼ｼi>�vY9��
･地区名:荒川地区.内容:改良工事札-約m聯-6.5m工 

交差点改良ヾ測量.設計 

･全体事業費:ー26,080千円一事葉年度:平成25年度-29年度 

◎市道南東東森改良事業く新盤き土木課予算勤i7 ���9,500 湯ﾃS���

o事業費:9,500千削工事費8,008,審償費1,5瑚 

o特定財療:- 

o事業内容等 

-地区名:生福地区.内容:拡幅工事札-80m､W-5.触) 

一全体寄集費:23β軸千円.事業年度:平成25年度～27年度 

@市道万福農改良事業宅新規き土木課予算書p17 ���5,000 迭ﾃ����

o事業費:5,0印千円(工事費〕 

o特定財源:- 

Q事業内容等 

-地区名:羽島地区.内容:拡幅工事 

･全体事業費:27,.300手円.事業年度:平成26年度-28年度 

④市道中井原轟改良事業宅新規)土木課予算書が7 ���3,000 �2ﾃ����

Q事業費:3灘0千円く用地費1,0加､市債費2灘0) 

o特定財療:- 

o事案内容等 

･地区名:生福地区-内容:道路改良に伴う用地韓A等 

･全体事菓費:3灘Q千円.事業年度:平成26年度 

◎市道永山轟改良事業更新窺う土木課予算書pユ7 ���������4,5【紹 7,000 ･14,的0- 5,000 釘ﾃS���rﾃ�����Bﾃ����Rﾅ������

o事業費:4,500千円(委託料) 

Q特定財源:-.. 

o事業内容等 

･地区名:安茶地区-内容:実施設計(L=l20mき 

･全件事業費:24,500千円.事業年度:平成26年度～28年度 

@市道A東面轟改良事業更新窺う土木課予算書pl7 
0事業費:7,000千円(工事費5,000､.補償費2,000) 

o特定財源:- 

Q事業内容等 

-地区名:A房地区一内容:故幅工事紅-4触､闇-6.0m) 

･.全称事業費:75,3輔千円.事業年度:平成25年度-29年度 

母高畠未薗南内患改良事業席鄭土木課予算書pi7 
o事菓費:14,000千円(工事費ll,000､用地費2,000､補償費1,000) 

Q特定.財源:舞轟費国庫着助金ほ,628千円(がんばる地域交付金き 

Q事業内容等 

･地区名:上島地区.内容:拡幅工事札-70m､W-5.8m) 

-全体事業費::軌9QO千円.事業年度:平成25年度-2時度 

⑧市道野元平狂暴改良事業く新患)土木課予算書p一7 
o事業費:5,粥0千円く委託料) 

Q特定尉療:- 

Q事業内容等 

･地区名:平江地区.内容:実施設計fL=117m) 

-全捧事業費:95,0g8千円.事業年度:平成26年度-28年度 
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監歳出】…｣ 

義.項.冒 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定頗 白�^)�8ｧ｢�計 

8土木費 緩)道路橋梁費 �育9;亶im穎ﾉG靈Hﾘﾈ淤|x駟E�,亅I7冦�ｹuﾈ螽���ﾃr�
0 湯ﾃ����9,000 

o事業費:9,00日干削工事費8灘0､靖償費用OQ) 

②道路新設 ��<�.萎�ﾋ討ﾒ�

改島費 ③交通安全施設 ��ｸ馼ｼi>�vY9��
･地区名:生福鞄区.内容:拡幅工事札ニー10m､W-7.8m) 

･全体事業費:19,QQO千円.事業年度:平成26年度-27年度 

⑳市道珠州暴政良事業廟融土木課予算書が ���5,000 迭ﾅ�����

Q事業費:5灘Q千円f工事部 

o特定財顔': 

Q事業内容等 

･地区名:万福地区.内容:革装工事等紅=柑Om) 

･全俸事業費:5.000千円.事業年度:平成26年度 

-@道路新設改良費(追郷土木課予算書が7 湯ﾃ����牢,000 ��ｳrﾃ����

○事業費:8,000千円(賃金3,000､修薄料3,000､原材料費2,000) 

0時定財源:- 

o事業内容等 

道路新設改良事業に伴う修繕科等の追放 ● ①交通費垂盛衰専業費櫨舶土木課予算書押 

I,一oo 釘ﾃS���5,680 

事業費 ��ｸ馼ｼiN�BﾃS���x冷咽9�Y{�2ﾃ���Hﾔ磯h爾ﾃS����

o特定財額:- 

o事業内容等 

交通安全施設事業費の纏持靖修費と道路照明灯観山地区挿設置費鉛追加B. 

8土木費 ��ｴ��ｸ鰮N�ｸ鰮�(�9Dﾘ*ﾙ,x蹣7冦�ｹuﾈ螽ｼ����2,440 澱ﾃH�ｹL2�8,840 

･fS)河川費 ��馼ｼiN�bﾃC���x冷咽8ｯi{�ﾃ��栞詹�I{��ﾃ��栞ﾋHﾝ驅��鰾��

①河川凍持費 8土木費 ��<�.��ﾝc｢�

○事業内容等 

普通河川の維持補修費の追払 

◎鞘芳書捧持費宅工事H追加)土木課予算書pl8 迭ﾃ#���津CcR�����5,000 1,220 i,loo 4日Q 牝�#���"ﾃcコ��ﾆﾆ��C���

o事業費:5,000千円(工事費) 

Q特定財蘇:- 

o事業内容等 

(河川名●)く地区名)(事業概要)く延長)(事業費) 

･魂用酔之尾底板舘装280m5脚千円 

①公園事業費宅練持寄塵費きく逼塞土木課予算書p18 
･.捲き都市計画費 鑓馼ｼiN��ﾃ##��x苓�9�Y{�>S�ﾈ詹�I{�栞ﾋHﾝ驅���S���

⑤公園事業費 8土木費 ��<�.萎�|3｢ﾒ�

o事業内容等 

公園の捧持靖修費の追加q 

②酉薩公園涙レ整備事業更新郵都市計画課予算熟18 
Q事業費:日QO千円宅委託鞘 

Q特定尉療:- 

Q事業内容等 

酉薩公園トイレ新設に伴う設計業務委託ロ 

①市営重商住宅等整蔚事業蘭融都市計画課予算書首相. 
弼住宅費. 枇馼ｽiN�C���x苓*ﾘ勾�X�"�
'=①住宅管理費 ��<�.萎�ﾋ討ﾒ�

Q事業内容等 

市営浜軍住宅等の移転侯靖地細島中学校裏等)の不塾産鑑定委託料B 
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監歳出】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

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

8土木費 ����縢ﾘ7H4��ｸ8�馼ｼi^(�ｾ��,x���78�8ﾇh柯攣uﾈ螽���C��ー5,000 �3�ﾃ����45,000 

(6)住宅費 鑓馼ｼiN�3�ﾃ����x冷運(�ｾ���

①住宅管理費 ��ｹ<�.萎�ﾋ討�

∩事業内容等 

(当初)(年間見込)(増減) 

.補助件数100件300件200件 

..補助金額15,000千円45,000千円30,000千円 

9消防費 嫡HﾋH��|ﾙf胃�4ｸ486�7X6(4鞐ﾉ�ﾂ�,x���-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ螽���C��540 釘ﾃS���5,040 

(1)消防督 ��ｸ馼ｼiN�BﾃS���x冷���Y{��

⑤災害対策費 愉<�.萎�ﾋ討�

○事業内容等 

当初､原子力災害時の広域避難場所等を示した地図のみを作成する計画であったが､ 
避難所までの経路や周辺地図及び原子力防災に関する情報.知識なども掲載した 
冊子(約一oop)の作成経費の追加n 

ー0教育費 ��ﾘﾈ�nﾉ(hｧxﾕｩ�ﾈ支ｭ�靺ｩf��X淙�8馼ｼb��hｴｲ仆8孜�ﾙk�攣uﾈ螽���C��0 澱ﾃC���6,400 

(3)中学校費 ��ｸ馼ｼiN�bﾃC���x冷慰磯iN��

庄)学校管理費 ��ｹ<�.萎�ﾋ討�

o事業内容等 

約一7年経過した轟木野中学校体育館(南側)の屋根防水シートが､台風8号(7月)により 
破損したことに伴う改修(564m2)C 

10教育費 宙碑鍼zyv9'H����ﾌX偰~9N�(�ｾ��,x��乂xﾕｨｻ8支攣uﾈ螽������18,848 途ﾃ�s��25,9ー8 

(4)幼稚国費 ���hｼiN�rﾃ�s��x冷運(�ｾ���

(丑幼稚国費 愉<�.萎�ﾋ鐙ｻ8孜N��ﾌ竸(�ｾ�"ﾃ3Si�x冷運(�zc��2��

o事業内容等 

幼児教育に係る保護者負担の軽減(無償化に向けた取組み)の一環として､国の幼稚園 
就固奨励費補助金国庫補助限度額が改.正されたことに伴う､補助金の追加〔 

o補助基準改正内容 

低所得世帯の保護者負担軽減､多子世帯の保護者負担軽減の拡充 

lO教育費 ���ﾈ支郢�ﾘ査鰮^(�9N�,x��倡9j�5�7ﾈ�ｸ68攣uﾈ螽���ﾃ��i,200 �"ﾃ����CC��BﾃS���"ﾃ����4,000 

(6)保健体育費 ���hｼiN�"ﾃ����x冷咽9�Y{��

(歪体育施設費 11災害復旧費. 愉<�.萎�ﾋ討�

∩事業内容等 

長崎鼻ソフトボール場夜間照明設備の修繕料の追加o 

◎庭球場管理費(追加)市民スポーツ課予算書pl9 白ﾃ33b�ﾆﾂﾃ����示��白ﾃssb��bﾃC���"ﾃ����

○事業費:440千円(備品購入費) 

○特定財源: 

○事業内容等 

ソフトテニス用ネット購入費の追加○ 

①農業施設災害復旧費(追加)農政課予算書p20 

(1)農林水産業施設 ��ｸ馼ｼiN�BﾃS���x冷咽9�Y{��

災害復旧費 ���<�.萎�ﾋ討�

(丑農業施設災害 鑓馼ｼi>�vY9��

復旧費 ②林業施設災害 塗ﾈ�,ﾈ�(hﾘｸ畑,�.h.傅ﾈｴｹlﾘﾝ�･�,���+x.�%�<hﾝ�･�YﾈｸﾉN�,ﾉ,x����

①林業施設災害復旧費(追加)農政課予算書p20 

復旧費 ���hｼiN�#����x冷咽9�Y{��

○特定財源: 

∩事業内容等 

6月の集中豪雨による小規模災害に対する単独災害復旧費の追加C 
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◎国民健康保険

【歳出】

別会計9月補正予算の概要

(単位:千円) 
款.項 3後期高齢者 支援金等 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

①後期高齢者支援金槌加)健康増進課予算書p7 鼎�"ﾃン��154 鼎�2ﾃ�S2�

○事業費:154千円(負担金) 

(1)後期高齢者 ��<�.萎�ﾋ討�

支援金等 4前期高齢者 納付金等 ��?ﾈ�#��ﾉ9h+ﾘ.�,ﾉX�%8ｾ�ｷ�-�[ﾙ�ﾃ#YD�7��亥ｨｧｨﾈ�.�,�.h.仍(�ｾ�,ﾉ�ﾘｧｨ�ｲ�

-平成26年度被保険者数(見込み):7,860人 

･支援金154千円(1人当たりの負担額54,505円-54,526円) 

①前期高齢者納付金槌三郎健康増進課予算書p7 �#c��ﾂ�23 �#�2�

0事業費:23千円(負担金) 

(1)前期高齢者 ��ｹ<�.萎�ﾋ討�

納付金等 11諸支出金 (1)償還金及び ��?ﾈ�#��ﾉ9h+ﾘ.�,ﾉX�%8ｾ�ｷ�-�[ﾙ�ﾃ#YD�7��亥ｨｧｨﾈ�.�,�.h.仍(�ｾ�,ﾉ�ﾘｧｦ��

･平成26年度被保険者数(見込み):7,860人 

･納付金23千円(1人当たりの負担額66円-69円) 

①国庫支出金等返還金(追肺健康増進課予算書p7 ����70,529 都�ﾃS3��

0事業費:70,529千円(返還金) 

還付加算金 ��ｹ<�.萎�ﾋ討�

平成25年度療養給付費等負担金等の国庫支出金等返還金o 

◎介護保険特別会計9月補正予算の概要

臓出】(､､.位‥珊 

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

1総務費 (3)介護認定費 ��Di.�+(ﾛ�9儂��ﾈﾘ�佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽�����25,151 ����｢�25,151 

0事業費:-(報酬800､委託料▲899､その他99) 

○特定財源: 

介護認定調査の迅速化を図るため､訪問調査の委託が難しい状況のなか市調査員 

の槽員(5-6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2,280件2,488件208件 

･外部調査件数588件380件△208件 

3地域支援事業費 ��&闔iuﾉf磯hｼb��hｴｲ佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽�����0 - 涛��涛��90 

(1)介護予防事業費 ��ｸ馼ｼiN����x冷雲��N��

o特定財源:介護予防事業国庫補助金22千円(交付率25%) 

地域支援事業支援交付金26千円(交付率29%) 

介護予防事業県交付金11千円佼付率12.5%) 

生活機能の低下した高齢者に対して､地域で体操などを行う住民運営の通いの場を 

充実するための経費o 

②高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事剰新規)健康増進課予算書p8 鑓���涛���

o事業費:990千円(賃金394､報償費300､億品購入費270､その他26) 

o特定財源:高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業県補助金(補助率100%) 

高齢者元気度アップ.ポイント事業の対象を個人から団体に拡充する○ 

対象組織数(見込み):20団体 

3地域支援事業費 ��&闔h5�4�檍ｶ8ｨ駅��I�倬hｼb��hｴｲ佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽�����0+ ��ﾃ�����1,000 

(2)包括的支援事業. 鑓馼ｼiN��ﾃ����x冷雲��N�33jI{yN�cZH��mYV儂�鋳�

任意事業費 ��ｹ<�.萎�ﾋ陶&闔i^�x5�4�檍ｶ8ｨ駅��I�侈y^(�ｾ�運(�zc���R��

住まい､医療､介護､予防､生活支援のサービスが地域において包括的に提供 

されるよう地域ケア会議の立ち上げを支援するための経費○ 

7諸支出金 ��ﾙ�ﾌ倡因��9兢Hｭ(ｾ��,x��佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽�����1至 �#RﾃcC��25,641 

(1)償還金及び 鑓馼ｼiN�#RﾃcC��x冷云Hｭ(ｾ���

還付加算金 ��ｹ<�.萎�ﾋ討�

平成25年度介護給付費負担金等の国庫支出金等返還金○ 
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◎国民宿舎

【歳出】

9月粛正予算の概要

ヽ �ｨ����ｶ��

義..項 目国民宿舎事業費 打)国民宿舎事業費- 2温泉施設事業費. 掴温泉薮設草葉費 倬hｼikﾂ韶X,育ｹ{�,ﾉ>�vY9��既定額 偬ﾉ�8ｧ｢�■ 計 

①国民宿舎耗持寄番費槌師観光交藷課予算熟7 ���緜S��6,5盈0 ��rﾃ#3��

Q事業費:6,580千円嬬塵取F周顧 

O特定財寮:- 

さのさ荘厨房韓寮と暁上浜葺ボイラー等由凍持祐鯵乱 一■● 

窃温泉施設凍持粛啓削寮恕観光交涼琵予算熟7 唐�4,52宅】 釘ﾃS#��

o事業費:4選串千円簿記科3乳工事費も2瑚 

Q特定財源:- 

市来ふれあい温泉センターの温泉井戸改経費免 ■ 

◎療育事業特別会計9月蕃正予算の概要

【歳出】
一ヽ一LL- ■一一 

象..項 2障書児適所 支援事案費 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢��一一 計 

◎療育国連持寄摩劉追加宿祉課予算熟7 鼎���2,680 �2ﾃ����

o事業費:2,600千円毛唐揮鞘 

臼)障害兜適所 ��<�.萎�ﾋ討ﾒ��

支援事業費 處8支��,ﾈ7H4x98ﾖ�靖WI9�ｸ鰮��9y��ﾂ�

◎蔑期高

藍歳出】

者医療特別会計9月覇王予算の概要

単一: 

泰一項 倬hｼhｩb韶X,宛�.ﾘ,ﾉ>�vY9��既定額 ��I�8ｧ｢�計 

2後期高齢者医療 広域葺合納付金 ��ﾙox蛮ﾊ�)]ｸﾊ��X曁ﾎ��慰阨ﾈﾎﾈ攣uﾈ螽�r�294.909 �"ﾆﾃ#r�297,036 

0事業費:2,127千円(納付金) 

損壊期高鼻音医療 ��<�.萎�¥ﾃ｢ﾒ�

広域連合納付金 兌ﾙ�ﾃ#YD�7悦瓜YZｨ,ﾉNﾙ]ｸﾊ�(ﾆ��怦,ﾉ,x��

3諸支出金 (1)償還金及び ��ﾒﾙMX檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ�]Hｭ(ｾ���hｴｲ佶(ﾔ阨ﾉwｸ攣uﾈ螽���r�0 鉄R�55 

Q事業費;55千円嬢遷戯 

還胸算金 ��ﾂ��<�.萎�ﾋ討��

平鹿25年度敦熟こよる-鹿会計繰A金の返葦亀 
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