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平成27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#c2ﾃS���70,765 ��Rﾃ33Bﾃ#cR� 

簡易水道事業特別会計 鉄��ﾃ�3�� 鉄��ﾃ�3�� 

国民健康保険特別会計 迭ﾃ�澱ﾃc�b� 迭ﾃ�澱ﾃc�b� 

公共下水道事業特別会計 都�2ﾃ��r� 都�2ﾃ��r� 

地方卸売市場事業特別会計 ���ﾃS�"� ���ﾃS�"� 

介護保険特別会計 �2ﾃScrﾃc3B�4,031 �2ﾃSs�ﾃccR� 

国民宿舎特別会計 鉄づs#��1,700 田�ﾃC#�� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��Rﾃs#r� ��Rﾃs#r� 

療育事業特別会計 �#�ﾃS途� �#�ﾃS途� 

後期高齢者医療特別会計 鼎�津��B� 鼎�津��B� 

合計 �#Rﾃsc�ﾃ�#b�76,496 �#Rﾃ�3bﾃS#"� 

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 業 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 鼎#津�3�� 鼎#津�3�� 

支出 鼎#づイ2� 鼎#づイ2� 

差引 ��迭� ��迭� 

資本的収支 假ｹ?ﾂ�153,381 ��153,381 ��支出 �33rﾃ3��� �33rﾃ3��� 

差引 ��3��2ﾃ���� ��3��2ﾃ���� 
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平成27年度　一般会計補正予算(第2号)構成表

(歳　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円,%)

a 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第2号) 俘xﾇb�僮ｹ�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1市税 �2,925,036 ��偵"� �"ﾃ�#Rﾃ�3b�19.1 ��

2地方譲与税 �117,926 ���ｳ�� ���rﾃ�#b�0_8 ��

3利子割交付金 �3,823 ����� �2ﾃ�#2�0.0 ��

4配当割交付金 �6,172 ����� 澱ﾃ�s"�0.0 ��

5要式等腎所得慧 �4,382 ����� 釘ﾃ3�"�0.0 ��

6地方消費税交付金 �440,599 �"纈� 鼎C�ﾃS湯�2.9 ��

9,676 ����� 湯ﾃcsb�0.1 ��

8地方特例交付金 �12,689 ����� ��"ﾃcヲ�0.1 ��

9地方交付税 �5,168,000 �38�ｳ�� 迭ﾃ�cづ����33.7 ��

･o芸笥∫誓言霊 �6,000 ����� 澱ﾃ����0.0 ��

11分担金及び負担金 �186,813 ���"� ��ッﾃ��2�I.2 ��

12使用料及び手数科 �180,979 ���"� ����ﾃ都��1.2 ��

13国庫支出金 �2,005,833 ��5���5,735 �"ﾃ���ﾃSc��13.1 �靜ﾉ]ｸﾊ�.��;竟)]ｸﾊ��侏厩�%8ｾ�2ﾃS3R�E�hｮ餉Y�餔Y�9�倬hｼiN�"ﾃ#���

14県支出金 �1,318,215 套��2,295 白ﾃ3#�ﾃS���8.6 �靜ﾉ]ｸﾊ�.��;竟)]ｸﾊ��侏厩�%8ｾ��ﾃscr���ﾋ�8ｨ5H484�8ｹ'ｸ蝌ｬ(ｺｹ�餔X馼ｼiN����ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZY�I�佰�WHｾ�C#��

15財産収入 �32,355 ���"� �3"ﾃ3SR�0.2 ��

16寄附金 �2 �����20,000 �#�ﾃ��"�0.1 �-8.�+8,iEｹ�Xｯ�Xﾘｾ�#�ﾃ����

17繰入金 �576,104 �2繧� 鉄sbﾃ��B�3.8 ��

18繰越金 �80,000 ��絣�31,692 末ﾆﾂﾃc�"�0.7 ����7案ｨ葎ｾ�3�ﾃc�"�

19諸収入 �160,437 ��苒�3,643 ��cBﾃ����1.1 僞�&�(hｭHｬyyﾘ馼ｼh勾�Xｾ��ﾃ�C2�5(7�8X6ｨ6X4(馼ｼh��ﾈｾ�"ﾃS���

20市債 �2,028,459 ��8�ｳ2�7,400 �"ﾃ�3Rﾃゴ��13.3 �&闔i�Xｻｸ��竏嵎���餔X馼ｼcrﾃC���

歳入合計 �15,263,500 免����70,765 ��Rﾃ33Bﾃ#cR�100.0 ��

-股財蘇 区分 壷Lｨﾞ�ﾋ��9,728,570 田2縒�31,692 湯ﾃsc�ﾃ#c"�63.7 ��

特定財源 迭ﾃS3Bﾃ�3��36.3 �3津�s2�5,574,003 �3b�2� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ�ﾋ��4,141,726 �#r謦�51,692 釘ﾃ��2ﾃC���27.3 ��

依存財源 免ﾂﾃ�#�ﾃssB�72.9 ��津�s2�ll,140,847 都%�� 



(歳出) 款 弍�.�ﾉ�乂｢���合計 �(単位lr-札｡/o) 捕正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1議会費 ��s2ﾃ塔��I.1 ��173.989 犯ﾂ� 

2総務費 白ﾃc�BﾃcCB�10.6 �3�ﾃSSb�1,646,200 ���縒�行政嘱託員報酬▲2,590 ふるさと納税推進事業11,000 ふるさと寄附金基金持立金20,000 薩摩藩英国留学生派遣150周年スチューデント400 派遣事業 自治公民館建設整備事業補助金246 コミュニティ事業助成金2,500 

3民生費 釘ﾃ��rﾃ3澱�27.0 途ﾃS���4,124,977 �#b纈�介讃保険特別会計繰出金7,581 

4衛生費 �"ﾃ�ビﾃSッ�13.7 ��2,087,586 ��2綯� 

5労働費 途ﾃ##2�0.0 ��7,223 ����� 

6農林水産業費 田#�ﾃcS��4.1 �#�ﾃcs��643,321 釘�"�農地中間管理事業委託経費1,143 資源リサイクル畜産環境整備事業100 農業基盤整備促進事業4,000 多面的機能支払推進交付金事務費428 旧串木野港灯台改修事業6,000 市来漁港按撲事業10,000 

7商工費 �3�Bﾃ�cR�2.1 ��ﾃs���315,865 �"���国民宿舎特別会計繰出金1,700 

8土木費 �"ﾃ�C�ﾃ����13.4 途ﾃCィ�2,048,403 ��2紕�地域振興住宅(仮称)整備事業7,484 

9消防費 鉄c2ﾃ�c2�3.7 ��563,163 �2縒� 

10教育費 ��ﾃSsづc3��10.3 都s2�1,579,404 ����2�語学指導外国青年招致事業773 

11災害復旧費 �3Rﾃ����0.2 ��35,000 ���"� 

12公債費 �"ﾃ�湯ﾃ�3B�13.7 ��2,099,134 ��2縒� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ��苒� 

歳出合計 ��Rﾃ#c2ﾃS���100.0 都�ﾃscR� 免���� 
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一般会計補正予算(第2号)性質別比較表

区分 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第2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 務 的 蓮 費 ��ﾈﾈ���3,053,613 �#����▲2,548 �2ﾃ�S�ﾃ�cR�19.9 俎9�ﾘ�ｩ�X什_���3"ﾃS���ﾎｨｧx轌;�､���)D顯Y'h馼ｼcC"�

扶助費 �"ﾃ��Bﾃ涛B�18.4 ��2,804,994 ��ゅ2� 

公債費 �"ﾃ�湯ﾃ�3B�13.8 ��2,099,134 ��2縒� 

計 途ﾃ鉄rﾃsC��52.2 ��3"ﾃSC��7,955,193 鉄�纈� 

消 費 的 経 費 兒以���1,531.311 ������13,399 ��ﾃSCBﾃs���10.1 �-8.�+8,iEｹ�Y�I�倬hｼc��ﾃ����E�&�(hｭHｬyyﾘ馼ｼh勾�Xﾆ���ﾃ�C2���ﾋ�8ｨ5H484�8ｹ'ｸ蝌ｬ(ｺｹ�餔X馼�������ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZY�I�佰�WHｾ�駟k�N�#��ﾎｨｧx訷酲;�､���)D顯Y'h馼ｼcs#��

維持縮修費 ����ﾃsSb�1.2 ��190,756 白�"� 

補助費等 ��ﾃ#SRﾃ3�"�8.2 鼎�2�1,255,795 唐�"�薩摩藩英国留学生派遣150周年スチューデント400 派遣事業 語学指導外国青年招致事業3 

計 �"ﾃ都rﾃCS��19.4 ��2ﾃ��"�2,991,261 ��偵R� 

そ の 他 の 経 ���xｾ��35,148 ���"�20,000 鉄Rﾃ�C��0.4 �-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎���xｾ�#�ﾃ����

投資.出資.貸付金 ��ﾃツ��0.0 ��1,860 ����� 

繰出金 ��ﾃ#S2ﾃC���8.3 湯ﾃ#���1,262,689 唐�"�介護保険特別会計繰出金7,581 国民宿舎特別会計繰出金1,700 

費 佗b�1,290,416 唐絣�29,281 ��ﾃ3�津c途�8.6 ��

投 資 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��2,992,884 ��偵b�30,230 �2ﾃ�#2ﾃ��B�19.7 俾俾�ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ�#Cb�5(7�8X6ｨ6X4(馼ｼh��ﾈｾ�"ﾃS���E�hｮ餉Y�餔Y�9�倬hｼcBﾃ����ｸﾈｿ盈穎ﾈﾖ�9I�H淙�8馼ｼcbﾃ�����9x飴俟�兔�x馼ｼc��ﾃ����&闔i�Xｻｸ��竏嵎���餔X馼ｼcrﾃCィ�

的 経 餐 俤�MyYﾈｸﾈ馼ｼiN��35,000 ���"� �3Rﾃ����0.2 ��

計 �2ﾃ�#rﾃャB�19.8 �3�ﾃ#3��3,058,114 ��偵�� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �15,263,500 �����ｳ��70,765 ��Rﾃ33Bﾃ#cR�loo.0 ��
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平成27年度　介護保険特別会計補正予算(第1号)構成表

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

金額 ���ﾕﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�廟成比 

1保険料 田s�ﾃCSb�】 18.8 ��｢��3rﾃ�s��663,385 �*#��ｳb�第1号被保険者保険料▲7,071 

2使用料及び手数料 都��0.0! 】 �70 ����� 

3国産支出金 塔ヲﾃC唐�24.9 ���ﾃ�ﾃ�#��ﾂ�890,519 �#B纈�:地域支援事業交付金 (総合事業)984 (総合事業以外)37 

4支払基金交付金 涛srﾃ#s"�27.4 ��ﾃ��"�978,374 �#r紕�地域支援事菜支援交付金1,102 

5県支出金 鉄3づンr�15.1 ��｢�S���539,407 ��R���E慧付金4冒… 

6財産収入 ���0.0 ��1 ����� 

7繰入金 鼎ヲﾃ3S��13.7 途ﾃS���496,939 ��2纈�一般会計繰入金7,581 

8繰越金 ���0.0 塔モ�889 �����l前年度繰越金888 

9諸収入 �"ﾃ���0.1 ��2,081 ����� 

歳入合計 �2ﾃScrﾃc3B�100.0 釘ﾃ�3��3,571,665 ������� 

(歳出) 慕 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢��i�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ﾃ塔B�1.1 �2ﾃsS��41,734 白�"�悪霊書芸気慶アップ地域包括ケア3,750 

2保険給付費 �2ﾃC#�ﾃ�cb�95.9 ��3,421,166 涛R繧� 

3地域支援事業費 ���2ﾃ鼎��2.9 �#���104,230 �"纈�介護予防.生活支援サ-ビス事案費▲13,245 介護予防ケアマネジメント事業費5,256 -般介護予防事業費8,175 任意事業費95 

4財政安定化基金 ���0.0 ��1 ����� 

5基金積立金 ���0.0 ��1 ����� 

6公債費 白ﾃ��"�0.0 ��1,082 ����� 

7着支出金 鼎S��0.0 ��451 ����� 

8予備費 �2ﾃ����0.1 ��3,000 ����� 

歳出合計 �2ﾃScrﾃc3B�100.0 釘ﾃ�3��3,571,665 ������� 
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平成27年度　国民宿舎特別会計補正予算(第1号)構成表

(歳入) ,a 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�緬^)�2��c�ﾘb��合計 �(単位:千円,%) r補正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1財産収入 ���0.0 ��1 ���ｳ�� 

2繰入金 鉄2ﾃs#��91.5 ��ﾃs���55,420 涛�縒�一般会計繰入金1,700 

3諸収入 迭ﾃ����8.5 ��5,000 唐�2� 

歳入合計 鉄づs#��100.0 ��ﾃs���60,421 ������� 

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

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1国民宿舎事業費 唐ﾃ�迭�14.0 ��ﾃs���9,895 ��e��国民宿舎維持稀修費1,700 

2温泉施設事業費 �"ﾃ鼎"�5.0 ��2,942 板�纈� 

3■基金積立金 ���0_0 ��1 ����� 

4公債費 鼎RﾃS�2�77.6 ��45,583 都R紕� 

5予備費 �"ﾃ����3.4 ��2,000 �2�2� 

歳出合計 鉄づs#��100.0 ��ﾃs���60,421 ������� 
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◎一般会計6月補正予算の概要

【歳入】(単位=千円) 

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

16寄附金 ��-8.�+8,iEｹ�Xｯ�Xﾘｾ���hｴｲ俥��ﾘ攣uﾈ蟀'���0 �#�ﾃ����20,000 

(1)寄附金 鑓-8.�+8,iEｹ�Xｯ�Xﾘｾ�с#iD�7��o2嫡�#yD�7位俛竰��ﾘﾋｒ�

@ふるさと納税 唸ｯ�Xﾘﾈ��C#Xﾈ���ﾈ�3sXﾈ��
寄附金 唸ｯ�Xﾘｾ�ｧ｣"ﾃ#c&e�ﾓ#�����Bﾘ励�rﾃs3��x冷�

20市債 ���8ﾜ"�,x��俥��ﾘ攤��.ﾘ�s��2,028,459 �#づC���2,056,859 

(1)市債 鑓ｾiZ｢葦�.逢｢忠¥�ｒ��ﾘﾋｒ�

⑤土木倍 唸ﾏh�8��靄ｩ�ﾘ馼粂献#bﾃs��ﾓSR����e�s#づC���x冷�
･その他市債2,001,759千円2,001,759fErTo千円 

計2,028,4597-円2,056,859frtT28,400千円 

○市債残高等 
･平成27年度市債残高見込額:21,759,404千円 

うち交付税措毘見込額:13,176,927千円(交付税措置率:60.6%) 
･合併特例事業債活用額:4,762,400千円(活用率:57.8%) 

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

2総務費 ��ﾗ9�ﾘ�ｩ�X什_��依逢｢�-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ蟀xｷ���27,005 ��3"ﾃS���24,415 

(1)総務管理費 ��ｸ馼ｼiN��3"ﾃS���x冷雲����

Q)-股管理費 ��ｹ<�.萎�ﾋ討ﾒ�

○事業内容等 

行政嘱託員配置数の減に伴う行政嘱託員報酬の減額○ 

(当初予定)(配置数)(増減) 
･行政嘱託員配置数:82名67名▲15名 

○対象地区:5地区32公民館 

･串木野地域:生福地区(10公民館).羽島地区(3公民館) 

･市来地域:川南地区(4公民館).湊町地区(5公民館)､川上地区(lO公民館) 

⑳ふるさと納税推進事業(新規)財政課予算番p9 ���ll,000 免ﾂﾃ����

○事業費:ll,000千円(賃金1,476､報償費9,000､需用費235､役務費249､使用料40) 

ふるさと納税を活用し､本市特産品のPRや産業振興を図るため,インターネット専門 

サイト｢ふるさとチョイス｣の利用や市外在住の方がふるさと納税された場合の返礼に 

要する経費o 

･寄附金目標額:20,000千円 

･申込方法:従来の市-の直接申し込み及び県協議会を通じての申し込みに加え､ 

｢ふるさとチョイス｣による申し込みを7月から開始する○ 

･寄附方法:従来の郵便振込による寄附に加え､クレジット決済による寄附を9月から 

開始する○ 

(9財産管理費 ��-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎���xｾ���hｴｲ俥��ﾘ攣uﾉ�iMG���0 �#�ﾃ����20,000 

○事業費:20,000千円(積立金) 

○特定財源:ふるさと納税寄附金20,000千円(全額) 

○事兼内容等 

ふるさと納税制度で寄附された平成27年度の寄附金を平成28年度の事業に活用 

するための基金積立○ 

⑦国際交流事業費 嫡H臺h�����ﾙ�z�y�iF位ﾓ�S��D�5�6�8X�ｸ6h986yF位ﾘ馼ｼb�,x����1,786 鼎���2,186 

政策課予算書p9 
o事業費:400千円(負担金) 

o特定財源:- 

o事業内容等 

薩摩藩英国留学生派遣150周年記念英国派遣事業負担金の追加○ 
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款一項.冒 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 窒�^)�8ｧ｢�単位:千円) 計 

2総務費 ��齪��ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ���hｴｲ�-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攤��.ﾘﾚ����0 0 �#Cb�"ﾃS���246 2,50【) 

(1)総務管理費 ��ｸ馼ｼiN�#Ci�x冷�(H�ｾ���

⑳共生協働推進費 ��ｹ<�.萎�ﾋ討ﾒ�

(自治公民館名)(総事業費)(補助亭)(補助金額)(改修内容) 
･迫自治公民館740千円1/3246千円外壁塗啓等の補修 

②コミュニティ事業助成金(新規)まちづくり防災課予第番p9 
0番蓑費:2,500千円(補助金) 

o特定財頗:雑入(コミュニティ事業助成金)2,500千円(全額) 

宝くじの社会貢献広報事業を活用して､地域の活性化を図り住民福祉の 
向上に資するため､コミュニティ活動に必要な備品購入等に対して助成する○ 

○助成内容等 

･助成対象団体:生福地区まちづくり協議会 

･対象備品等:夏祭り用やぐらステージ及び提灯 

3民生費 ���靜ﾉ]ｸﾊ�<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��,x���,(��ﾙ�佇ﾙuﾈ蟀MG���480,740 途ﾃS���488,321 

(1)社会福祉費 鑓駟��N�rﾃS���x冷案ｨ�ｾ���

⑤介笹保険特別会計 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ儿�%8ｾ�2ﾃS3Y�x冷厩�%9zc��ﾃ"��

財政対策費 冕��iN�yX�%8ｾ��ﾃscy�x冷厩�%9zc��ﾃB��

o事業内容等 

介譲保険特別会計の低所得者保険料軽減負担金及び地域支援事業費- 
の繰出金の追加○ 

6農林水産業費 ��E�&�(hｭHｬyyﾘ馼ｼh勾�Xﾆ��,x��僞��ﾘ攣uﾉ�iMG�ﾃ��4,860 ��ﾃ�C2�6,003 

(1)農業費 ��ｸ駟jｩN��ﾃ�C9�x冷�,�ｾ���

(診農業振興費 ��ｹ<�.萎�ﾋ豚沙?ﾂ右�&�(hｭHｬyyﾘ馼ｼh勾�Xｾ���ﾃ�C9�x冷��8ｧ｢��

○事業内容等 

事業費決定に伴う農地中間管理事業委託経費の追加. 

(参畜産業費 ����ﾋ�8ｨ5H484�8ｹ'ｸ蝌ｬ(ｺｹ�餔X馼ｼb��hｴｲ僞��ﾘ攣uﾈ蟀MG����0 �����IO仁) 

o事業費:100千円(旅費4,需用費96) 

o特定財源:農林水産業費県補助金100千円(補助率100%) 

○事業内容等 

畜産経営に起因する環境汚染の防止と合理化に資するため､総合的な環境 
整備を行い､地域資源のリサイクルシステムを構築するための計画策定経費○ 

⑦農業施設維持費 ��E�hｮ餉Y�餔Y�9�倬hｼb��hｴｲ僞��ﾘ攣uﾈ蟀MG����0 釘ﾃ����4,000 

o事黄費:4,000千円(工事費) 

o特定財源:農林水産業費国庫補助金2,200千円(補助率55%) 

o工事内容等 

(予定地区)(事業概要)(延長) 

川畑地区井堰用水路改修L=200m 

(9土地改良事業費 ���ﾙlｩ4亢�Eﾈ迚ZY�I�佰�WHｾ�駟k�N�,x��僞��ﾘ攣uﾈ蟀MG����2,102 鼎#��2,530 

o事業費:428千円(賃金) 

o特定財源:農林水産業費県補助金428千円(補助率100%) 

o事業内容等 

事業費決定に伴う多面的機能支払推進交付金事務費の追加. 

6農林水産業費 ��ｸﾈｿ盈穎ﾈﾖ�9I�H淙�8馼ｼb��hｴｲ��X蝌ⅸﾔ�ｹuﾉ�iMG�ﾄ��0 0 澱ﾃ����6,000 

(3)水産英資 鑓馼囮N�bﾃ����x冷慰磯iN��

(診漁港管理費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

o事案内容等 

水産業発展のシンボルとして､旧串木野港灯台を保存するためのひび補修. 
塗装及び案内板設置等の改修工事○ 

◎市来漁港竣深事業(新規)水産商工課予算番plO �10,000 ���ﾃ����

o事業費:10,000千円(工事費) 

o特定財源:- 

市が管理している市来漁港外港内の堆砂の除去o 
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E歳出】(蝉位:千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂﾘ皦,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定領 竸)�8ｧ｢�計 

7商工費 ��ﾙ�j�溢�<�¥ｨ檍ﾇhﾄｨ�ｾ��,x��豫�Xﾏ�zﾈ攣uﾉ�iMG����53,720 ��ﾃs���55,420 

(I)商工費 ��ｸ馼ｼiN�津s���x冷案ｨ�ｾ���

③観光費 ��ｹ<�.萎��S｢ﾒ�

串木野さのさ荘の維持繍修に伴う国民宿舎特別会計-の繰出金の追加o 

8土木費 ��&闔i�Xｻｸ��竏嵎���餔X馼ｼb��hｴｲ�78�8ﾇh柯攣uﾉ�iMG�ﾆﾂ�0 途ﾃCィ�7,484 

(6)住宅費 ��ｸ駟�Ynﾃ｣rﾃCオ�x冷駅�&餒��

②住宅建設費 ��ｹ<�.萎�ﾋ鐙ﾏi4�,��ﾘ����餔X馼ｼhﾜ#rﾃC���x冷�

○串蓑内容等 

地域振興住宅(仮称)を羽島地区(矢倉団地)に整備するための用地費○ 
･予定戸数:2戸 

10教育費 ��ﾎｨｧx轌;�､���)D顯Y'h馼ｼb�,x��乂xﾕｨｻ8支攣uﾉ�iMG�ﾆﾂ�4,854 都s2�5,627 

(1)教育総務費 ��ｸ馼ｼiN�ss9�x冷絢Hﾜ��"驅yN�3芥�w�N��IX�%8ｾ�2��

(9語学指導外国青年 ��ｹ<�.萎�ﾋ討ﾒ�

招致事業費 ��

語学指導外国青年(ALT)の交代に伴う経費の追加○ 

◎介護保険特別会計6月補正予算の概要

【歳入】(単&:千円) 

鼓一項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

1保険料 ����c�ﾘiNﾙ]ｸﾊ�)]ｸﾊ��ﾋ逢｢��Yk�攣uﾈﾇ)MG�b�670,456 ��3rﾃ�s��663,385 

(I)介護保険料 弍�.逢ｩ^)�8ﾎ8ｧｩ�ﾘﾋ逢｢�

特別徴収618,652千円612,238千円▲6,414千円 

普通徴収51,804千円51,147千円▲657千円 

計670,456千円663,385千円▲7,071千円 

○事業内容等 

平成27年4月より第1段階保険料について,保険料基準額(第5段階保険料) 

に対する割合を0.5から0.45に軽減する○ 

(現行)(軽減後)(増減) 
-第1段階保険料(年額)35,900円32,300円▲3,600円 

7繰入金 ��自Lｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��,x���H��ﾙ��ｹuﾈ螽���r�480,740 途ﾃS���488,321 

(1)一般会計繰入金 (注)国庫.県支出金 �ｩ&闔h馼ｼiN�ｩ?ﾈｾ��靜ﾉuﾉfる?ｨ�ﾙ�hｨ育�y�ﾘﾘx馼ｼb宙馼ｼiN�,ﾃ�"絣R��C�)�x冷�

･地域事業費繰入金(上記以外の地域支援事菜)(事業費の19.5%)18千円 

-低所得者保険料軽減繰入金(負担率:国1/2､県1′4､市1′4)7,071千円 等の説明は,歳出ページに記載○ 

【歳出】(単位‥千円) 

款.項 ��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

1総務費 嫡Hﾘ)~竟(ﾋ8ｴ97�4�6(7i&闔i^�x5�4��I�倬hｼb��Y�b竸靫��ﾙ��ｹuﾈ蟀Mｷ�"�I,471 �2ﾃsS��5,221 

(1)総務管理費 鑓馼ｼiN�2ﾃsS��x冷�,�ｾ�S��饑��N�2ﾃ���ﾈ�w�N�#3蟹o�k�N��"��

o特定財源:県高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金3,750千円 

(補助率100%) 

○事兼内容等 

3款地域支援事業費.2項一般介讃予防事業費からの予算組替○ 
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【歳出】 (単位千円)

萩･項･目 事　業　名.主　な　施　策　U)内'H　等

3　地域支援額装'if

(1)介護予防･生活

支援サーヒス

事業費

(3)包括支援事業･

任意事業費

堰)介護予防･生活支援サービス事業費(組替)　　　　　髄快増進課　　子第番p8

o ifr集ま2　　▲13,245千円(報供費▲1,835､委託料▲9,072.その他▲2,338)

ロ特定財源　国庫地域支援事業交付金▲3,311千円(交付率25%)

支払基金地域支援事業交付金▲3,708千円(交付率28%)

県地域支援事業交付金▲1,655千円(交付率12.5%)

o事業内容等

2項一般介頼予防事業費-の予算組替｡

②介護予防ケアマネジメント尊貴費(追加.粗肴)　　　　健康増進誤　　予許否p8

0事業費　　5,256千円(報酬4,500､委託料756)

()特定財源　国庫地域支援事業交付金1,314千円(交付率25%)

支払基金地域支援事業交付金1,471千円(交付率28%)

県地域支援事業交付金657千円(交付率12.5%)

0番莫内容等

法改正に伴うシステム改修費の追加及び2項一般介讃予防事業費からの予算組替｡

①一般介護予防事業費(新規･追加.粗肴)　　　　　　棒瞭増進訣　　予算番p9

0事業野　　8,175千円(報酬▲4,500､需用費2,798､委託料6,480､その他3,397)

o特定財源　国庫地域支援事業交付金2,981千円(交付率25%)

支払基金地域支援事業交付金3,339千円(交付率28%)

県地域支援事業交付金1,490千円(交付率12.5%)

県高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金▲3,750千円

(補助率100%)

∩事集内容等

高齢者交流サロン推進事業費補助金の新設及び地域健康づくり介護予防教室
(ころぽん体操)の教室数の増加に伴う経費の追加並びに1款総務費･ 1項総務

管理費-の予算組替及び1項介護予防･生活支援サービス事業との予算組替｡

①地域健康づくり介讃予防教室(ころぽん体操)

(当初)　　(補正後)　　(増減)
･教室数　　　10か所　　　　50か所　　　　40か所

･開催経費1,258千円　　6,450千円　　5,192千円

②高齢者交流サロン推進事業費補助金
一緒助金額:580千円

･対象箇所10か所

実施回数40回

韓庶増進課　　予算書p9

o事業費　　95千円(旅費82､需用費13)

D特定財源　国庫地域支援事業交付金37千円(交付率39%)

県地域支援事業交付金18千円(交付率19.5%)

o事菜内容等

介護相談員の活動に係る経費の追加｡

◎国民宿舎特別会計6月補正予算の概要

【歳出】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

読.項 ��既定額 竸)�8ｧ｢�汁 

1国民宿舎事業野 茶俛�j�溢�ｸ鰮�H�9N�,x��豫�Xﾏ�zﾈ攣uﾈ蟀MG�r�6,400 ��ﾃs���8,100 

(1)国民宿舎事業費 鑓馼ｼiN��ﾃs���x冷咽9�Y{��

o特定財源:- 

∩事業内容等 

串木野さのさ荘の男女浴室天井及び浴場用熱交換器取替に伴う維持補修費 

の追加o 
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