
1　補正予算

（単位：千円）

うち,公共用地先行取得事業特別会計

うち,港湾事業特別会計

うち,駐車場事業特別会計

うち,土地区画整理事業特別会計

うち,公共下水道事業特別会計

うち,小型浄化槽事業特別会計

うち,国民健康保険（事業勘定）特別会計

うち,国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計

うち,後期高齢者医療特別会計

うち,介護保険特別会計

2　補正予算の内訳

○　一般会計

（A）国の補正に伴うもの

①　土木費 街路整備事業費

②　教育費 施設整備事業費（小学校）

教材備品整備事業費（小学校）

施設整備事業費（中学校）

教材備品整備事業費（中学校）

（B）国・県支出金の減に伴うもの

　　土木費 道路維持管理費

市道改良事業費

住宅整備事業費

（C）事業費の増に伴うもの

①　総務費 生活航路運航事業費

②　民生費 障害者援護事業費

敬老事業費

乳幼児等医療費助成事業費

ひとり親家庭等自立支援事業費

③　土木費 急傾斜地崩壊対策事業費

補 正 前

51,605,200

26,734,606

310,700

113,070

52,700

482,800

2,845,460

109,190

補 正 額

1,890,680

△ 896,168

△ 270,000

18,014

10,000

△ 128,800

△ 195,700

0

補 正 後

53,495,880

2,500 千円

（△ 61,780 千円）

△ 20,680 千円

(25,863 千円）

6,974 千円

5,467 千円

902 千円

0

2,400

△ 37,639

△ 294,443

△ 380,707

613,805

25,838,438

40,700

131,084

62,700

354,000

2,649,760

109,190

10,310,904

(3,160,378 千円）

491,000 千円

10,310,904

66,70064,300

1,527,445

10,690,777

6,344,523

84,684,329

1,489,806

10,396,334

5,963,816

85,298,134

特 別 会 計

△ 19,600 千円
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区 分

一 般 会 計

1,044,872 千円

779,600 千円

428,900 千円

企 業 会 計

計

△ 21,500 千円

9,100 千円

416,006 千円

920 千円



（D）事業費の減に伴うもの

①　総務費 庁舎維持管理費

財産維持管理費

ふるさと納税推進事業費

グランドデザイン推進事業費

定住・交流事業費

生活交通バス路線運行事業費

地域支援員活用事業費

中山間地域活性化事業費

②　民生費 後期高齢者医療費

私立保育所運営助成事業費

私立認定こども園運営助成事業費

生活保護費給付事業費

③　衛生費 廃棄物減量等推進事業費

④　農林水産業費 農業改良普及事業費

農業用施設改良事業費

森林経営管理事業費

⑤　商工費 中心市街地活性化支援事業費

企業誘致対策事業費

⑥　土木費 県道改良事業費

市道改良事業費

橋梁維持管理費

交通安全施設整備事業費

海岸維持管理費

港湾施設整備事業費

街路整備事業費

⑦　教育費 施設維持管理費（学校給食施設）

施設維持管理費（小学校）

就園援助事業費

（E）国・県支出金等の精算に伴うもの

①　民生費 ひとり親家庭等自立支援事業費

子ども居場所づくり事業費

ファミリー・サポート・センター事業費

子育て世代包括支援センター事業費

私立保育所運営助成事業費

生活保護事務費

生活保護費給付事業費

②　衛生費 母子保健事業費

（F）基金の積立てに関するもの

①　総務費 みはらふるさと夢基金

災害対策基金

②　農林水産業費 森林環境譲与税基金

（△ 708,131 千円）

△ 5,660 千円

△ 13,100 千円

△ 90,000 千円

△ 8,000 千円

△ 17,000 千円

△ 18,000 千円

△ 3,800 千円

△ 5,000 千円

△ 17,000 千円

△ 115,000 千円

△ 3,842 千円

△ 15,000 千円

△ 6,045 千円

△ 4,000 千円

△ 7,600 千円

△ 5,000 千円

△ 34,000 千円

△ 6,204 千円

△ 76,000 千円

△ 25,000 千円

△ 1,984 千円

△ 8,769 千円

△ 8,000 千円

△ 110,311 千円

議第４０号(2)

(103,585 千円）

120 千円

4,568 千円

△ 70,000 千円

△ 23,300 千円

△ 2,600 千円

△ 7,916 千円

（△ 1,557 千円）

△ 7,796 千円

1,000 千円

11 千円

1,854 千円

2,791 千円

28,651 千円

4 千円

65,586 千円

5,239 千円



（G）公債費に関するもの

　　公債費 市債元金償還金

市債利子

一時借入金利子

（H）災害復旧に伴うもの

　　災害復旧費 災害復旧事業費（農林施設）

　　　〃　　　（土木施設）

　　　〃　　　（その他施設）

（I）特別会計への繰出金に関するもの

①　民生費 国民健康保険（事業勘定）特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

②　土木費 公共下水道事業特別会計

（J）繰越明許費

　　追加

　　公共施設マネジメント推進事業（ペアシティ三原西館）　外 22件

限度額

（K）債務負担行為

　　追加

　　デイサービスセンターわたせ指定管理委託料

期間（H31～R2） 限度額

○　特別会計

（A）公共用地先行取得事業特別会計

　　事業費の減に伴うもの

（B）港湾事業特別会計

　　前年度の決算剰余金に関するもの

（C）駐車場事業特別会計

　　事業費の増に伴うもの

（D）土地区画整理事業特別会計

①　事業費の減に伴うもの

②　公債費に関するもの

③　繰越明許費　街路整備事業（社会資本整備総合交付金事業）　外 1件

限度額

（E）公共下水道事業特別会計

①　事業費の減に伴うもの

②　公債費に関するもの

③　繰越明許費　流域下水道整備事業（県施行事業負担金） 限度額

(18,014 千円）

【228,100 千円】

【183,000 千円】

（△ 195,700 千円）

△ 184,000 千円

△ 11,700 千円

10,000 千円

（△ 128,800 千円）

△ 35,000 千円

△ 93,800 千円

5,500 千円

（△ 270,000 千円）

△ 270,000 千円

(10,000 千円）

（△ 48,078 千円）

△ 9,990 千円

△ 4,947 千円

△ 48,141 千円

15,000 千円

4,442,044 千円

(276,000 千円）

340,594 千円

△ 62,194 千円

△ 2,400 千円

（△ 855,600 千円）

△ 222,000 千円

△ 625,600 千円

△ 8,000 千円

18,014 千円

議第４０号(3)



（F）小型浄化槽事業特別会計

　　財源組替のみ

（G）国民健康保険（事業勘定）特別会計

　　財源組替のみ

（H）国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計

　　基金の積立てに関するもの

（I）後期高齢者医療特別会計

　　事業費の減に伴うもの

（J）介護保険特別会計

①　事業費の増に伴うもの

②　事業費の減に伴うもの

③　基金の積立てに関するもの

○　企業会計

　　 水道事業会計

　　事業費の減に伴うもの

(2,400 千円）

（△ 380,707 千円）

（△ 37,639 千円）

△ 37,639 千円

（△ 294,443 千円）

217,421 千円

97,136 千円

(0 千円）

0 千円

(0 千円）

0 千円

議第４０号(4)

2,400 千円

△ 609,000 千円

△ 380,707 千円


