
鹿児島県曽於市

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算（第 4 号）

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算（第 4 号）

生活排水処理事業特別会計補正予算（第 3 号）

国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）

令 和 ２ 年 度

補 正 予 算 提 案 理 由 書

一 般 会 計 補 正 予 算（第 9 号）
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令和２年度曽於市一般会計補正予算（第９号）

令和２年度曽於市一般会計補正予算第９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，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２２，７００千円，民生費国庫補助金の地域介護・福祉空間整備推進交付

金を４，２２４千円それぞれ追加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１１，３５０千円，農林水産業費県補助金の農業

・農村活性化推進施設等整備事業費補助金を３，３９８千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１６１，７０２千円，市債は，

土木債の排水路整備事業を２，５００千円それぞれ追加し，諸収入は，新型コロナ

ウイルス感染症に伴う事業中止による自主文化事業収入を６，０００千円減額する

ものが主なものです。

歳出については，就労継続支援サービスの増加による訓練等給付費の追加に

より障害福祉サービス費を４５，４００千円，発熱外来診療体制整備支援事

業補助金の追加により新型インフルエンザ等対策事業を８，０００千円，イ

ンターネット広告料の追加により思いやりふるさと寄附金推進事業を２３，９

９０千円，集中豪雨等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４１，４８９千円それぞれ追加し，その他新型コロナウイルス感染症による各

種事業の中止等により事業費を減額するものが主なものです。

歳 入

第15款 国庫支出金 ２７，４５０千円の追加

国庫負担金は，民生費国庫負担金の自立支援給付費負担金を２２，７００千

円追加するものが主なものです。

国庫補助金は，民生費国庫補助金の地域介護・福祉空間整備推進交付金を４，

２２４千円追加するものが主なものです。

第16款 県支出金 １７，７５２千円の追加

県負担金は，民生費県負担金の自立支援給付費負担金を１１，３５０千円追加

するものが主なものです。

県補助金は，農林水産業費県補助金の農業・農村活性化推進施設等整備事業

費補助金を３，３９８千円追加するものが主なものです。

委託金は，民生費委託金の県市町村権限移譲交付金（福祉事務所）を１５４

千円追加するものが主なものです。

第18款 寄附金 １５０千円の追加

寄附金は，社会福祉費寄附金を１５０千円追加しています。

第19款 繰入金 １６１，７０２千円の追加
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基金繰入金は，財政調整基金繰入金を１６１，７０２千円追加しています。

第21款 諸収入 ３，３３１千円の減額

雑入は，教育費雑入の自主文化事業収入を６，０００千円減額するものが

主なものです。

第22款 市債 ２，５００千円の追加

市債は，土木債の排水路整備事業を２，５００千円追加しています。

歳 出

第１款 議会費 ２，３０４千円の減額

議会費は，新型コロナウイルス感染症による研修会等の中止により議会運営費

を２，３０４千円減額しています。

第２款 総務費 ６，３３６千円の減額

総務管理費は，新型コロナウイルス感染症による事業中止によりにぎ

わい「そお生」事業を９，０００千円減額するものが主なものです。

徴税費は，事務補助員報酬等の追加により徴税総務事務費を１３７千円追

加するものが主なものです。

戸籍住民基本台帳費は，住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料の追加

により戸籍住民基本台帳費を５８千円追加しています。

選挙費は，新型コロナウイルス感染症による研修会等の中止により選挙

管理委員会費を１２３千円減額するものが主なものです。

統計調査費は，統計調査員報酬の追加により国勢調査費を３９千円追

加しています。

第３款 民生費 １３４，８４１千円の追加

社会福祉費は，就労継続支援サービスの増加による訓練等給付費の追加に

より障害福祉サービス費を４５，４００千円追加するものが主なものです。

児童福祉費は，事業費精算に基づく国・県還付金の追加により児童福祉事

務費を４１，１７９千円追加するものが主なものです。

生活保護費は，事業費精算に基づく国還付金の追加により生活保護総務費を３

７，６１６千円追加するものが主なものです。

第４款 衛生費 １０，１０２千円の追加

保健衛生費は，発熱外来診療体制整備支援事業補助金の追加により新型

インフルエンザ等対策事業を８，０００千円追加するものが主なものです。

清掃費は，繰越金の確定により生活排水処理事業特別会計繰出金を１，１１１

千円減額するものが主なものです。
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第６款 農林水産業費 １６，００５千円の追加

農業費は，農業公社の機械購入に伴う補助金の追加により農業・農村活性化推

進施設等整備事業を３，３９８千円，排水路工事に伴う工事請負費の追加により

農業基盤整備促進事業を３，０００千円それぞれ追加するものが主なものです。

林業費は，有害鳥獣駆除補助金の追加により有害鳥獣等駆除被害防止事業を５，

４５２千円追加するものが主なものです。

第７款 商工費 １７，９７９千円の追加

商工費は，インターネット広告料の追加により思いやりふるさと寄附金推

進事業を２３，９９０千円追加し，新型コロナウイルス感染症によるイベン

ト中止等により観光関連イベント助成事業を４，６５０千円減額するものが主

なものです。

第８款 土木費 １０，７６３千円の追加

道路橋梁費は，道路維持及び市道改良に伴う事業費をそれぞれ組み替えるもの

で事業費の増減はありません。

都市計画費は，檍上残土処分地整備工事等の追加により都市計画総務費を５，

９５２千円追加しています。

住宅費は，危険廃屋解体撤去補助金の追加により危険廃屋解体撤去事業を

４，８００千円追加するものが主なものです。

第９款 消防費 ３８千円の減額

消防費は，新型コロナウイルス感染症による研修会等の中止により非常備消防

費を２１５千円減額するものが主なものです。

第10款 教育費 １８，０７８千円の減額

教育総務費は，教職員住宅施設改修修繕料等の追加により教職員住宅管理費を

１，４７３千円追加し，新型コロナウイルス感染症による陸上記録会等の中止に

より教育振興費を１，００６千円減額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７，０２８千円

追加するものが主なものです。

中学校費は，中学校施設修繕費の追加により中学校管理費を５２３千円追加す

るものが主なものです。

社会教育費は，新型コロナウイルス感染症による事業中止に伴う自主文化事業

開催委託料等の減額により文化振興事業を１６，０８７千円減額するものが主な

ものです。

保健体育費は，新型コロナウイルス感染症によるカヌー大会等の中止によりス

ポーツ大会開催経費を１，５２２千円減額するものが主なものです。

第11款 災害復旧費 ４３，２８９千円の追加
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農林水産施設災害復旧費は，集中豪雨等よる現年発生農地・農業用施設災害

復旧費を４１，４８９千円追加しています。

公共土木施設災害復旧費は，集中豪雨等による現年発生公共土木施設災害復

旧費を１，８００千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出２０６，２２３千

円を追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ３５，００１，３１９千円となりま

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２年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

令和２年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算第４号を提案しますが，今回の

補正は，一般被保険者高額療養費の追加等によるもので，歳入については，県支出

金の保険給付費等交付金を５８，０００千円，繰越金を１３，０７１千円それぞれ

追加するものが主なものです。歳出については，保険給付費の一般被保険者高額療

養費を５８，０００千円，予備費を１３，７８２千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 ６８０千円の追加

国庫補助金は，災害臨時特例補助金を６８０千円追加しています。

第４款 県支出金 ５４，５４０千円の追加

県補助金は，保険給付費等交付金（普通交付金）を５８，０００千円追加する

ものが主なものです。

第６款 繰入金 ３１千円の減額

一般会計繰入金は，事務費繰入金を４１千円減額するものが主なものです。

第７款 繰越金 １３，０７１千円の追加

繰越金を１３，０７１千円追加しています。

第８款 諸収入 ７２千円の減額

雑入は，新型コロナウイルス感染症による中止により健康づくり支援教室参加

料を７２千円減額しています。

歳 出

第１款 総務費 ３１千円の減額

総務管理費は， 新型コロナウイルス感染症による研修会等の中止により， 一

般管理事務費を４１千円減額するものが主なものです。

第２款 保険給付費 ５８，０００千円の追加

高額療養費は，一般被保険者高額療養費を５８，０００千円追加しています。

第６款 保健事業費 ４，０６３千円の減額

保健事業費は，新型コロナウイルス感染症による事業中止により保健衛生普及

費を４，０６３千円減額しています。
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第９款 諸支出金 ５００千円の追加

償還金及び還付加算金は，保険税過年度還付金の追加により一般被保険者保険

税還付金を５００千円追加しています。

第10款 予備費 １３，７８２千円の追加

予備費を１３，７８２千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出６８，１８８千円を

追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ５，５６９，４９３千円となります。

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２年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

令和２年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算第３号を提案しますが，今回

の補正は，後期高齢者医療保険料の追加等によるもので，歳入については，一般会

計繰入金を２１２千円，繰越金を３９１千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，総務管理費を２６４千円，後期高齢者医療広域連合納付金を３

９１千円それぞれ追加しています。

歳 入

第３款 国庫支出金 ５２千円の追加

国庫補助金は，高齢者医療制度円滑運営事業費補助金を５２千円追加していま

す。

第４款 繰入金 ２１２千円の追加

一般会計繰入金は，事務費繰入金を２１２千円追加しています。

第５款 繰越金 ３９１千円の追加

繰越金を３９１千円追加しています。

歳 出

第１款 総務費 ２６４千円の追加

後期高齢者医療システム改修委託料の追加により，総務管理費を２６４千円追

加しています。

第２款 後期高齢者医療広域連合納付金 ３９１千円の追加

後期高齢者医療保険料の追加により，後期高齢者医療広域連合納付金を３９１

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６５５千円を追加し，

予算総額は，歳入歳出それぞれ６１８，４０８千円となります。

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２年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第４号）

令和２年度曽於市介護保険特別会計補正予算第４号を提案しますが，今回の補正

予算は，介護保険システム改修委託料等の追加によるもので，歳入については，介

護保険事業費補助金を１，１８８千円，繰越金を３１，０６８千円追加するものが

主なものです。歳出については，一般管理事務費を２，０４６千円，予備費を３０，

３９６千円追加するものが主なものです。

歳 入

第３款 国庫支出金 １，１８８千円の追加

国庫補助金は，介護保険事業費補助金を１，１８８千円追加しています。

第６款 繰入金 ８８５千円の追加

一般会計繰入金は，事務費繰入金を８５８千円追加するものが主なものです。

第７款 繰越金 ３１，０６８千円の追加

繰越金を３１，０６８千円追加しています。

歳 出

第１款 総務費 ２，０４６千円の追加

総務管理費は， 介護保険システム改修委託料の追加により，一般管理事務費

を２，０４６千円追加しています。

第６款 諸支出金 ６９９千円の追加

償還金及び還付加算金は，令和元年度低所得者保険料軽減補助金償還金の追加

により償還金を６９９千円追加しています。

第７款 予備費 ３０，３９６千円の追加

予備費を３０，３９６千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出３３，１４１千円を

追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ５，７１５，８９７千円となります。

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２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２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，繰越金の確定によるもので，歳入で繰入金を１，１１１千円減額し，

繰越金を１，１１１千円追加しています。

歳 入

第６款 繰入金 １，１１１千円の減額

他会計繰入金は，一般会計繰入金を１，１１１千円減額しています。

第７款 繰越金 １，１１１千円の追加

繰越金を１，１１１千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，補正予算は，歳入歳出増減なしとし，予算

総額は，歳入歳出それぞれ１１７，９７５千円となります。

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２年度曽於市水道事業会計補正予算（第４号）

令和２年度曽於市水道事業会計補正予算第４号を提案しますが，今回の補正予算

は，収益的支出については，配水及び給水費を追加しています。

収 益 的 支 出

第１款 水道事業費用 ５，０００千円の追加

営業費用のうち，配水及び給水費は，修繕費を５，０００千円追加しています。

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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