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令和元年度曽於市一般会計補正予算（第５号）

令和元年度曽於市一般会計補正予算第５号を提案しますが，今回の補正予算につ

いて，歳入から説明しますと，地方特例交付金は，子ども・子育て支援臨時交付金

を１，８５０千円追加しています。国庫支出金は，民生費国庫負担金の自立支援給

付費負担金を８，５０５千円追加し，教育費国庫補助金の幼稚園就園奨励費補助金

を１１，６２１千円減額するものが主なものです。県支出金は民生費県負担金の自

立支援給付費負担金を４，２５２千円，民生費県補助金の安心こども基金総合対策

事業費補助金を５，０００千円それぞれ追加するものが主なものです。繰入金は，

財政調整基金繰入金を２５２，５８１千円，市債は災害復旧事業債の現年発生公立

学校施設災害復旧費を４，１００千円それぞれ追加するものが主なものです。

歳出については，社会福祉費の障害児通所支援給付費の追加により障害福祉

サービス費を１７，１８５千円，児童福祉費の国・県還付金の追加により児童

福祉事務費を２９，７７９千円，生活保護費の国還付金の追加により生活保護

総務費を４９，２２９千円，農業費の豚コレラ侵入防止緊急支援事業補助金の

追加により家畜防疫及び環境保全対策事業を２８，６０２千円，商工費のふる

さと納税に係るインターネット広告料等の追加により思いやりふるさと寄附金

推進事業を１９，２０１千円，農林水産施設災害復旧費の災害応急作業委託料

等の追加により現年発生農地・農業用施設災害復旧費を４０，２４５千円，公

共土木施設災害復旧費の災害応急作業委託料等の追加により現年発生公共土木

施設災害復旧費を２５，１７７千円それぞれ追加するものが主なものです。

歳 入

第10款 地方特例交付金 １，８５０千円の追加

地方特例交付金は，子ども・子育て支援臨時交付金を１，８５０千円追加して

います。

第15款 国庫支出金 ４，５３３千円の追加

国庫負担金は，身体障害者支援費負担金の自立支援給付費負担金を８，５０５千

円，過年度民生費負担金の過年度障害児入所給付費（医療費）等国庫負担金を７，

４６５千円それぞれ追加し，児童福祉費負担金の子ども・子育て支援給付費負担

金を５，８２３千円減額するものが主なものです。

国庫補助金は，公立学校施設災害復旧費補助金の現年発生公立学校施設災害

復旧費補助金を８，４５０千円追加し，幼稚園費補助金の幼稚園就園奨励費補

助金を１１，６２１千円減額するものが主なものです。

委託金は，総務管理費委託金の自衛隊募集事務委託金を１０６千円追加して

います。
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第16款 県支出金 １４，５３１千円の追加

県負担金は，身体障害者保護費負担金の自立支援給付費負担金を４，２５２千

円追加するものが主なものです。

県補助金は，児童福祉費補助金の安心こども基金総合対策事業費補助金を５，

０００千円追加するものが主なものです。

委託金は，社会福祉費委託金の県市町村権限委譲交付金を１５０千円追加して

います。

第19款 繰入金 ２５２，６０４千円の追加

基金繰入金は，財政調整基金繰入金を２５２，５８１千円追加しています。

他会計繰入金は，介護保険特別会計繰入金を２３千円追加しています。

第22款 市債 ４，１００千円の追加

市債は，公立学校施設災害復旧事業債の現年発生公立学校施設災害復

旧費を４，１００千円追加しています。

歳 出

第２款 総務費 ２，９８６千円の追加

総務管理費は，弥五郎伝説の里バルブ取替及び漏水修繕等の追加によ

り弥五郎伝説の里管理費を８３６千円追加するものが主なものです。戸籍住

民基本台帳費は，撮影用パネル等作製委託料の追加により３８７千円追加し

ています。

第３款 民生費 １２２，２６４千円の追加

社会福祉費は，自立支援給付費国庫負担金返還金の追加により社会福祉事

務費を９，２６４千円，障害児通所支援給付費の追加により障害福祉サービ

ス費を１７，１８５千円追加するものが主なものです。

児童福祉費は，国・県還付金の追加により児童福祉事務費を２９，７７９

千円，認可外保育施設や預かり保育事業等に係る施設等利用費の追加により

施設等利用費を１２，５６２千円それぞれ追加するものが主なものです。

生活保護費は，国庫支出金還付金の追加により生活保護総務費を４９，２２９

千円追加するものが主なものです。

第４款 衛生費 ５，０２７千円の追加

保健衛生費は，総合健康管理システム改修業務委託料等の追加により母

子歯科保健事業を１，１８９千円追加するものが主なものです。

清掃費は，重機用燃料の追加により大隅埋立処分場管理費を９５２千円追加

するものが主なものです。
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第６款 農林水産業費 ５５，８２４千円の追加

農業費は，豚コレラ侵入防止緊急支援事業補助金の追加により家畜防疫及

び環境保全対策事業を２８，６０２千円，維持補修用材料の追加により農道

等維持補修費を９，５００千円追加するものが主なものです。

林業費は，県営県単治山事業負担金の追加により治山事業を２，０００千

円追加しています。

第７款 商工費 １９，２０１千円の追加

商工費は，ふるさと納税に係るインターネット広告料等の追加により思い

やりふるさと寄附金推進事業を１９，２０１千円追加しています。

第８款 土木費 ２，９２７千円の減額

道路橋梁費は，市道改良に伴う用地取得費等の追加により道路維持費を１，５

８０千円追加するものが主なものです。

下水道費は，事業精算に伴い公共下水道事業特別会計繰出金を４，５０７

千円減額しています。

第９款 消防費 ２千円の追加

消防費は，合併処理浄化槽使用料の追加により消防施設管理費を２千円追加し

ています。

第10款 教育費 ２，９０１千円の減額

教育総務費は，公用車燃料費の追加により事務局費を１８０千円追加する

ものです。

小学校費は施設修繕費等の追加により小学校管理費を５，２５７千円追加

しています。

中学校費は，学校管理備品等の追加により中学校管理費を３，１７２千円

追加しています。

幼稚園費は，幼児教育・保育の無償化に伴う給付費の実績に伴い幼稚園費

を１２，２４２千円減額しています。

社会教育費は，恒吉城跡発掘調査報告書に係る印刷製本費の追加により埋

蔵文化財発掘調査事業を５４０千円追加するものが主なものです。

保健体育費は，合併処理浄化槽使用料の追加により財部地区運動施設管理費を

１千円追加しています。

第11款 災害復旧費 ７８，１４２千円の追加

農林水産施設災害復旧費は，災害応急作業委託料等の追加により現年発生

農地・農業用施設災害復旧費を４０，２４５千円追加しています。

公共土木施設災害復旧費は，災害応急作業委託料等の追加により現年発生公

共土木施設災害復旧費を２５，１７７千円追加しています。
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文教施設災害復旧費は，災害復旧工事の工法変更等により現年発生公立学

校施設災害復旧費を１２，７２０千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出２７７，６１８千

円を追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ２６，７９４，０００千円となりま

す。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
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令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算第３号を提案しますが，今回の

補正は，社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加等によるもので，歳入

については，社会保障・税番号制度システム整備費補助金を２，３４３千円，繰越

金を５５，８５７千円それぞれ追加するものが主なものです。歳出については，総

務費の一般管理費を２，５８０千円，予備費を５５，３７２千円それぞれ追加する

ものが主なものです。

歳 入

第３款 国庫支出金 ２，５０８千円の追加

国庫補助金は，国民健康保険制度関係業務事業費補助金を１６５千円，社会保

障・税番号制度システム整備費補助金を２，３４３千円それぞれ追加しています。

第６款 繰入金 ７２千円の追加

一般会計繰入金を，７２千円追加しています。

第７款 繰越金 ５５，８５７千円の追加

繰越金を５５，８５７千円追加しています。

歳 出

第１款 総務費 ２，５８０千円の追加

総務管理費は，電子計算システム開発変更委託料の追加により，一般管理

事務費を２，５８０千円追加しています。

第６款 保健事業費 ４８５千円の追加

保健事業費は，健康審査等委託料の追加により，疾病予防費を４８５千円追加

しています。

第10款 予備費 ５５，３７２千円の追加

予備費を５５，３７２千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出５８，４３７千円を

追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ５，５８６，８７４千円となります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-6-



令和元年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第２号）

令和元年度曽於市介護保険特別会計補正予算第２号を提案しますが，今回の補正

は，介護給付費交付金等の追加によるもので，歳入については介護給付費負担金を

１２，２３４千円，介護給付費交付金を１７，０９２千円，繰越金を８８，１

３６千円それぞれ追加し，介護保険基金繰入金を７５，０００千円減額するも

のが主なものです。歳出については，保険給付費の居宅介護サービス給付費を３７，

２００千円，地域密着型介護サービス給付費を１４，４００千円それぞれ追加するも

のが主なものです。

歳 入

第３款 国庫支出金 １９，２２４千円の追加

国庫負担金は，介護給付費負担金（現年度分）を１２，２３４千円追加してい

ます。

国庫補助金は，調整交付金（現年度分）を６，９６３千円追加するものが主

なものです。

第４款 支払基金交付金 １７，１２１千円の追加

支払基金交付金は，介護給付費交付金（現年度分）を１７，０９２千円追加す

るものが主なものです。

第５款 県支出金 ８，３５１千円の追加

県負担金は，介護給付費県負担金（現年度分）を８，３３８千円追加していま

す。

県補助金は，地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合事業）（現年度分）

を１３千円追加しています。

第６款 繰入金 ６６，６８５千円の減額

一般会計繰入金は，介護給付費繰入金（現年度分）を７，９１３千円追加する

ものが主なものです。

基金繰入金は，介護保険基金繰入金を７５，０００千円減額しています。

第７款 繰越金 ８８，１３６千円の追加

前年度繰越金を８８，１３６千円追加しています。
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歳 出

第１款 総務費 ３８９千円の追加

介護認定審査会費は，曽於地区介護保険組合負担金の追加により，認定審査事

務負担金を３８９千円追加しています。

第２款 保険給付費 ６３，３００千円の追加

介護サービス等諸費は，給付費の歳出見込みにより居宅介護サービス給付費を

３７，２００千円，地域密着型介護サービス給付費を１４，４００千円，施設介

護サービス給付費を３，０００千円それぞれ追加するものが主なものです。

介護予防サービス等諸費は，給付費の歳出見込みにより介護予防サービス給付

費を１，２００千円，地域密着型介護予防サービス給付費を１，２００千円それ

ぞれ追加しています。

特定入所者介護サービス等費は，給付費の歳出見込により特定入所者介護サー

ビス費を５，１００千円追加しています。

第３款 地域支援事業費 １０８千円の追加

その他の諸費は，給付費の歳出見込みにより高額介護予防・生活支援サービス

費を１０８千円追加しています。

第６款 諸支出金 １８４千円の追加

償還金及び還付加算金は，国，県，支払基金への償還金を１６０千円追加して

います。

繰出金は，一般会計繰出金を２４千円追加しています。

第７款 予備費 ２，１６６千円の追加

予備費を２，１６６千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出６６，１４７千円を

追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ５，６８８，６６７千円となります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
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令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算第２号を提案しますが，今回

の補正は，一般会計繰入金の減額及び繰越金の追加によるもので，歳入について

は，繰入金を４，５０７千円減額し，繰越金を４，６３０千円追加するもので

す。歳出については，下水道総務費を１２３千円追加しています。

歳 入

第４款 繰入金 ４，５０７千円の減額

一般会計繰入金を４，５０７千円減額しています。

第５款 繰越金 ４，６３０千円の追加

繰越金を４，６３０千円追加しています。

歳 出

第１款 公共下水道事業費 １２３千円の追加

公共下水道事業費は，過年度使用料還付金の追加により下水道総務費を１２３

千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出１２３千円を追加し，

予算総額は，歳入歳出それぞれ２５７，３６２千円となります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
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令和元年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第３号）

令和元年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算第３号を提案しますが，今

回の補正は，浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金の減額や生活排水処理事業債

の追加によるもので，歳入については，浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金

を２１，１０４千円減額し，生活排水処理事業債を２１，１００千円追加するもの

が主なものです。歳出については，施設管理費を５７５千円追加するものが主なも

のです。

歳 入

第３款 国庫支出金 ２１，１０４千円の減額

国庫補助金は，浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金を２１，１０４千円減

額しています。

第６款 繰入金 ５３４千円の追加

一般会計繰入金を５３４千円追加しています。

第７款 繰越金 ２６３千円の追加

繰越金を２６３千円追加しています。

第９款 市債 ２１，１００千円の追加

市債は，生活排水処理事業債を２１，１００千円追加しています。

歳 出

第１款 総務費 ５７５千円の追加

浄化槽施設修繕費の追加により施設管理費を５７５千円追加しています。

第３款 公債費 ２１８千円の追加

公債費は，元金を２１８千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出７９３千円を追加し，

予算総額は，歳入歳出それぞれ１１４，１３５千円となります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
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令和元年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

令和元年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算第２号を提案しますが，今

回の補正は，予備費の追加によるもので，歳入については，繰越金を２９，５０５千

円，歳出については，予備費を２９，５０５千円それぞれ追加しています。

歳 入

第５款 繰越金 ２９，５０５千円の追加

繰越金を２９，５０５千円追加しています。

歳 出

第３款 予備費 ２９，５０５千円の追加

予備費を２９，５０５千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出２９，５０５千円を

追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ４７，３９５千円となります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
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令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第３号）

令和元年度曽於市水道事業会計補正予算第３号を提案しますが，今回の補正予算

の収益的支出は，動力費を２，２１０千円，修繕費を１，６００千円それぞれ追加

するものが主なものです。

収 益 的 支 出

第１款 水道事業費用 ５，０８４千円の追加

営業費用のうち，原水及び浄水費は動力費を２，２１０千円，配水及び給水費

は修繕費を１，６００千円，総係費は会費及び分担金を１２７千円追加するもの

が主なものです。資産減耗費は，固定資産除却費を５００千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
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