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令和元年度曽於市一般会計補正予算（第４号）

令和元年度曽於市一般会計補正予算第４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，市税は軽自動車税環境性能割の新設に伴い現年課税

分を４，９８３千円，地方譲与税は，森林環境譲与税の新設に伴い，２４，５６０

千円，環境性能割交付金は新設に伴い５，５９８千円それぞれ追加しています。自

動車取得税交付金は，令和元年度税制改正により，１０月１日以降廃止されること

から，１９，７００千円減額しています。分担金及び負担金は，災害復旧費分担金

の現年発生農地災害復旧費分担金を２３，３００千円追加しています。国庫支出金

は，災害復旧費国庫負担金の現年発生公共土木施設災害復旧事業費負担金を２５７，

６６２千円，災害復旧費国庫補助金の現年発生公立学校施設災害復旧費補助金を２

９，６２６千円それぞれ追加するものが主なものです。県支出金は，災害復旧費県

補助金の現年発生農業用施設災害復旧費補助金を３４７，９００千円，農林水産業

費県補助金の林道災害復旧事業費補助金を４５，５００千円それぞれ追加するもの

が主なものです。寄附金は，指定寄附金の図書購入基金寄附金を１，１８４千円追

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１３０，６６４千円，

繰越金は，前年度繰越金を５２１，０４４千円，市債は，災害復旧債の現年発生農

業用施設災害復旧費を２０５，３００千円，現年発生公共土木施設災害復旧費を１

２８，５００千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，財政調整基金への積立金の追加により総務基金管理費を

３５０，０００千円，畜産クラスター事業費補助金の追加により畜産クラスタ

ー事業を３１，８９８千円，森林環境譲与税事業の追加により２４，５６２千

円，梅雨前線豪雨による災害発生により現年発生農地・農業用施設災害復旧費を

７３８，０５１千円，林業施設災害復旧費を９８，４６１千円，現年発生公共土木

施設災害復旧費を４８２，３０７千円，現年発生公立学校施設災害復旧費を４４，

４４０千円それぞれ追加するものが主なものです。

歳 入

第１款 市税 ４，９８３千円の追加

市税は，軽自動車税環境性能割の現年課税分を４，９８３千円追加していま

す。

第２款 地方譲与税 ２４，５６０千円の追加

地方譲与税は，森林環境譲与税を２４，５６０千円追加しています。

第７款 自動車取得税交付金 １９，７００千円の減額

自動車取得税交付金は，１９，７００千円減額しています。

第８款 環境性能割交付金 ５，５９８千円の追加
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環境性能割交付金を，５，５９８千円追加しています。

第13款 分担金及び負担金 ２３，３００千円の追加

分担金は，農業施設災害復旧費分担金の現年発生農地災害復旧費分担金を

２３，３００千円追加しています。

第14款 使用料及び手数料 １３８千円の追加

使用料は，消費税率改正に伴う使用料改正により農産物等直販施設使用料を４

３千円，メセナ食彩センター使用料を３０千円それぞれ追加するものが主なもの

です。

第15款 国庫支出金 ３０４，８３２千円の追加

国庫負担金は，災害復旧費国庫負担金の現年発生公共土木施設災害復旧事業

費負担金を２５７，６６２千円追加するものが主なものです。

国庫補助金は，災害復旧費国庫補助金の現年発生公立学校施設災害復旧費補

助金を２９，６２６千円追加するものが主なものです。

第16款 県支出金 ４５５，７１７千円の追加

県負担金は，民生費県負担金の自立支援給付費負担金を６，６４１千円追加す

るものが主なものです。

県補助金は，災害復旧費県補助金の現年発生農業用施設災害復旧費補助金を３

４７，９００千円，農林水産業費県補助金の林道災害復旧事業費補助金を４５，

５００千円それぞれ追加するものが主なものです。

第17款 財産収入 １千円の追加

財産運用収入は，利子及び配当金の森林環境譲与税基金利子を１千円追加して

います。

第18款 寄附金 １，２００千円の追加

寄附金は，一般寄附金を１０千円，指定寄附金の図書購入基金寄附金を１，１８

４千円それぞれ追加するものが主なものです。

第19款 繰入金 １３０，６６４千円の追加

基金繰入金は，財政調整基金繰入金を１３０，６６４千円追加しています。

第20款 繰越金 ５２１，０４４千円の追加

繰越金は，前年度繰越金を５２１，０４４千円追加しています。

第21款 諸収入 １２千円の追加

雑入は，農林水産業費雑入のメセナ住吉交流センター指定管理納付金を７

-3-



千円追加するものが主なものです。

第22款 市債 ４１９，４００千円の追加

市債は，農林水産業施設災害復旧事業債の現年発生農業用施設災害復旧費

を２０５，３００千円，公共土木施設災害復旧事業債の現年発生公共土木施設災

害復旧費を１２８，５００千円それぞれ追加するものが主なものです。

歳 出

第１款 議会費 ２１千円の追加

議会費は，賃金単価改正により議会運営費を２１千円追加しています。

第２款 総務費 ３６４，９６０千円の追加

総務管理費は，財政調整基金への積立金の追加により総務基金管理費を

３５０，０００千円，ＲＰＡ導入支援業務委託料等の追加により行政改革実施事

業を３，８５１千円それぞれ追加するものが主なものです。

徴税費は，賃金単価改正及び過年度還付金の追加により徴税総務事務費を

３，５２１千円追加しています。

戸籍住民基本台帳費は，窓口対応事務補助賃金及び印鑑登録システム改修委託

料の追加により戸籍住民基本台帳費を２，２４６千円追加するものが主なもので

す。

統計調査費は，賃金単価改正により農林業センサス費を２千円追加しています。

第３款 民生費 ３４，５２１千円の追加

社会福祉費は，障害者通所対象者数の増により障害福祉サービス費を２

６，５６４千円追加するものが主なものです。

児童福祉費は，幼児教育・保育の無償化支援事業補助金の追加により施設型給

付費を１，７７９千円追加するものが主なものです。

生活保護費は，生活保護適正実施事業費補助金の追加により生活保護適正実施

事業費を１，４９１千円追加しています。

災害救助費は，災害救助費負担金の追加により災害救助費を２，５００千円追

加しています。

第４款 衛生費 ４２３千円の減額

保健衛生費は，賃金単価改正により保健衛生事務費を５１千円追加しています。

清掃費は，生活排水処理事業特別会計操出金を４７４千円減額しています。

第６款 農林水産業費 ８８，６２１千円の追加

農業費は，畜産クラスター事業費補助金の追加により畜産クラスター事業を３

１，８９８千円，機構集積協力金交付事業補助金の追加により農地中間管理事業
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を１４，０２９千円，農道維持補修材料の追加により農道等維持補修費を８，３

７９千円それぞれ追加するものが主なものです。

林業費は，森林環境譲与税の追加により森林環境譲与税事業を２４，５６２千

円追加し，林道沿線環境整備委託料を森林環境譲与税事業へ組み替えるため，林

道管理費を３，０４０千円減額するものが主なものです。

第７款 商工費 ３３，１４１千円の減額

商工費は，ふるさと納税メディアミックス委託料の減額等により思いやりふる

さと寄附金推進事業を３３，１４１千円減額しています。

第８款 土木費 １３，２４５千円の追加

土木管理費は，普通旅費の追加により土木総務費を１１８千円追加しています。

道路橋梁費は，排水路工事費と電柱移転補償費を９７６千円それぞれ組み替え

るもので排水路整備事業の増減はありません。

都市計画費は都市計画変更業務委託料等の追加により都市計画総務費を２，９

８８千円追加するものが主なものです。

住宅費は，がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金

の追加により，がけ地近接等危険住宅移転事業を６，７７１千円追加するもの

が主なものです。

第９款 消防費 ５，２１２千円の追加

消防費は，大隅防災拠点施設防災倉庫新築設計業務委託料の追加により防災施

設整備事業を３，９３８千円追加するものが主なものです。

第10款 教育費 ３５，４７４千円の追加

教育総務費は，教職員住宅施設修繕料及び工事請負費の追加により教職員住宅

管理費を１，７０９千円追加するものが主なものです。

小学校費は，小学校施設修繕費等の追加により小学校管理費を１１，２２６千

円，旧岩川高等学校校舎煙突石綿除去工事費の追加により小学校施設整備事業を

２６，５１０千円それぞれ追加するものが主なものです。

中学校費は，中学校施設修繕費等の追加により中学校管理費を１，０６９千円追

加するものが主なものです。

社会教育費は，量水器設置工事等の追加により末吉コミュニティセンター管理

費を１，０６２千円，図書購入基金への積立金の追加により図書購入基金費を１，

１８４千円それぞれ追加し，末吉中央公民館の移設に伴う公民館施設整備事業を

９，１２２千円減額するものが主なものです。

保健体育費は，大隅運動公園施設修繕費の追加により大隅地区運動施設管理費

を２７５千円追加しています。
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第11款 災害復旧費 １，３６３，２５９千円の追加

災害復旧費は，梅雨前線の影響による豪雨災害の発生に伴うもので，農林水

産施設災害復旧費は，現年発生農地・農業用施設災害復旧費を７３８，０５１千

円，林業施設災害復旧費を９８，４６１千円，公共土木施設災害復旧費は，現年

発生公共土木施設災害復旧費を４８２，３０７千円，文教施設災害復旧費は，現

年発生公立学校施設災害復旧費を４４，４４０千円それぞれ追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出１，８７１，７４

９千円を追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ２６，５１６，３８２千円とな

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２号）

令和元年度曽於市国民健康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，賃金単価改正によるもので，歳入については，繰越金を２１千円，歳出に

ついては，保健事業費の保健衛生普及費を２１千円それぞれ追加するものです。

歳 入

第７款 繰越金 ２１千円の追加

繰越金を２１千円追加しています。

歳 出

第６款 保健事業費 ２１千円の追加

保健事業費は，賃金単価改正により保健衛生普及費を２１千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出２１千円を追加し，

予算総額は，歳入歳出それぞれ５，５２８，４３７千円となります。

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２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２号を提案しますが，今

回の補正は，消費税率改正に伴う浄化槽使用料の追加等によるもので，歳入につい

ては，分担金の浄化槽設置工事分担金現年度分を６２千円，使用料の浄化槽使用料

現年度分を４１６千円それぞれ追加し，他会計繰入金の一般会計繰入金を４７

４千円減額するものです。歳出については，賃金単価改正により施設整備費を４

千円追加するものです。

歳 入

第１款 分担金及び負担金 ６２千円の追加

分担金は，浄化槽設置工事分担金現年度分を６２千円追加しています。

第２款 使用料及び手数料 ４１６千円の追加

使用料は，浄化槽使用料現年度分を４１６千円追加しています。

第６款 繰入金 ４７４千円の減額

他会計繰入金は，一般会計繰入金を４７４千円減額しています。

歳 出

第２款 生活排水処理事業費 ４千円の追加

賃金単価改正により施設整備費を４千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出４千円を追加し，予

算総額は，歳入歳出それぞれ１１３，３４２千円となります。

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２号）

令和元年度曽於市水道事業会計補正予算第２号を提案しますが，今回の補正予算

の収益的支出は，賃金単価改正により賃金を８４千円追加しています。

収 益 的 支 出

第１款 水道事業費用 ８４千円の追加

営業費用のうち，総係費は，賃金単価改正により賃金を８４千円追加していま

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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