
Ⅰ．一般会計補正予算（案）・第３号について

１．一般会計補正予算（案）の規模
（単位：千円）

２．歳出予算の概要

３．一般会計補正予算（案）の内訳

○財源内訳 （単位：千円）

536,589 765,2290

826,158

（３）人件費 1,301,818

0

00

536,589635,300合　計 2,351,656 353,609

現計予算

計 135,415,280 140,927,579 ▲ 3.9

平 成 31 年 2 月 18 日
市 長 記 者 会 見 資 料

平成３０年度３月補正予算（案）について

一般会計 ３０年度 ２９年度（参考） 対前年度伸び率（％）

133,063,624 137,136,939 ▲ 3.0

3月補正予算(第3号) 2,351,656 3,790,640 ▲ 38.0

37,447

23,482

（１）国の補正予算に伴う
もの

955,912

（２）事業進捗等によるも
の

93,926 70,444

283,165 0 635,300 0

0 0 0

区　分 対応状況

県支出金 地方債 その他 一般財源

（１）国の補正予算に伴うもの １１事業：　　　　　９５５，９１２千円

（２）事業進捗等によるもの 　１事業：　　　　　　９３，９２６千円

（３）人件費 　１事業：　　　１，３０１，８１８千円

合　計 １３事業：　　　２，３５１，６５６千円

区　分 事業費 国庫支出金
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４．補正予算（案）に計上している事業

（１）国の補正予算に伴うもの （単位：千円）

（２）事業進捗等によるもの （単位：千円）

955,912

障害児通所支援事業所の整備に対する補助金 50,989
障害者福祉施設整備
促進事業

小学校施設長寿命化
事業

事業名

中学校校舎改築事業
屏水中学校校舎改築に伴う既存校舎の外壁改
修にかかる委託料及び工事請負費

教育部

28,500

合計（１１事業）

小学校校舎改築事業
篠山・京町小学校の改築に伴う既存校舎や屋内
運動場の解体にかかる委託料及び工事請負費

街路事業

15,923 教育部

教育部

小学校空調機整備事
業

小学校44校の音楽室への空調機整備にかかる
委託料及び工事請負費

165,353 教育部

中学校施設長寿命化
事業

保育所等における事
故防止推進事業

保育所等の午睡センサー購入に対する補助金 20,543 子ども未来部

小学校施設維持管理
事業

農村総合整備事業
生産基盤の整備にかかる県営事業に対する負担
金

事業内容

小学校3校のブロック塀の改修にかかる修繕料

事業費 所　管

健康福祉部

農政部

32,897

小学校5校の外壁や便所の改修にかかる委託料
及び工事請負費

事業内容

中学校施設維持管理
事業

中学校4校のブロック塀の改修にかかる修繕料 20,005 教育部

93,926

事業費 所　管事業名

生活保護費 健康福祉部
最低限度の生活を保障するための扶助費
医療費の増加に伴う医療扶助費の増額

217,983 教育部

中学校4校の外壁や便所の改修にかかる委託料
及び工事請負費

148,656

147,563

東櫛原町本町線の整備にかかる公有財産購入
費及び補償費

107,500 都市建設部

教育部
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（３）人件費 （単位：千円）

○繰越明許費（追加）
１０事業 （単位：千円）

○繰越明許費（変更）
４事業 （単位：千円）

○債務負担行為（変更）
1事業

162,657

165,353

事　項 補正前　金額

ー

屏水中学校校舎改築事業

55,326

ー

ー

小学校施設長寿命化事業 ー

中学校施設長寿命化事業 ー

小学校空調機整備事業 ー

京町小学校校舎改築事業

148,656

32,897

48,300

1,301,818

所　管事業費

障害者福祉施設整備促進事業

人件費 本年度退職予定者にかかる退職手当 総務部

147,563

都市基幹公園等整備事業

篠山小学校校舎改築事業 ー

ー 97,196

ー

農業機械・施設災害復旧支援事業 ー

154,000畜産施設整備支援事業

補正前　金額 補正後　金額

753,000

事業名 事業内容

補正後　限度額

久留米市土地開発公社が先行取得
する公共用地取得事業

事　項

1,079,000千円並びに事務
費及び利子相当額の合計
額

317,000千円並びに事務費
及び利子相当額の合計額

高齢者福祉施設等整備促進事業

事　項 補正前　限度額

255,500 256,958

街路事業（東櫛原町本町線） 136,000 243,500

小学校施設維持管理事業 7,800 23,723

中学校施設維持管理事業 11,200 31,205

補正後　金額
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○歳入予算 （単位：千円）

Ⅱ．特別会計補正予算（案）について

介護保険事業特別会計補正予算（案）・第３号

○補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

介護サービス等諸費
（居宅介護サービス給
付費）

要介護1～5の方を対象とした在宅サービスの給
付費

▲ 47,444 健康福祉部

高額介護サービス等
費（高額介護サービス
費）

自己負担額が世帯や本人の所得から定める上限
額を超えた場合の給付費

11,199 健康福祉部

介護予防サービス等
諸費（介護予防サービ
ス給付費）

要支援1、2の方を対象とした在宅サービスの給付
費

36,245

事業名 事業内容 事業費 所　管

健康福祉部

国庫支出金 353,609

項　目 金　額

市税 750,000

合　計 2,351,656

繰越金 20,671

繰入金 536,589

諸収入 87

市債 690,700
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Ⅲ．公営企業会計補正予算（案）について

下水道事業会計補正予算（案）・第２号

○補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

上下水道部

南部浄化センター耐
震化対策事業

南部浄化センター水処理施設の耐震化にかかる
委託料

マンホール等の耐震化にかかる委託料及び工事
請負費

82,400 上下水道部

南部浄化センター施
設改修事業

南部浄化センター電気・機械設備の改修にかか
る工事請負費

355,200 上下水道部

雨水ポンプ場耐震化
対策事業

篠山ポンプ場の流入渠や吐出槽等の耐震化にか
かる委託料

43,500

中央浄化センター耐
震化対策事業

中央浄化センター沈砂池の耐震化にかかる工事
請負費

50,000 上下水道部

管渠耐震化対策事業

上下水道部

1,273,880合計（８事業）

ポンプ場施設改修事
業

若松・大善寺中継ポンプ場等の電気・機械設備
の改修にかかる委託料及び工事請負費

146,080 上下水道部

長寿命化対策事業 長門石汚水幹線の管更生にかかる工事請負費 100,000 上下水道部

事業名 事業内容 事業費 所　管

119,500 上下水道部

中央浄化センター施
設改修事業

中央浄化センター電気・機械設備の改修にかか
る工事請負費

377,200

5



○継続費（変更） （単位：千円）

（一般・特別会計に関する問い合せ先）

担当課 総合政策部　財政課
担当者名 筬島・田中・小柳
電話番号 ０９４２－３０－９１１７

（公営企業会計に関する問い合せ先）

担当課 上下水道部　総務
担当者名 山田・猪飼
電話番号 ０９４２－３０－８５０４

122,000 299,200

31 183,000 5,800

総　額 305,000 305,000

ポンプ場施設改修事
業（大善寺）

30 32,000 73,080

31 46,000 4,920

総　額 78,000 78,000

変更後

田主丸浄化センター
施設増設事業

31 391,200 487,200

総　額 652,000 748,000

南部浄化センター施
設改修事業

30 244,000 599,200

31 367,000 11,800

総　額 611,000 611,000

中央浄化センター施
設改修事業

30

30 260,800 260,800

事　項 期　間
年割額

変更前
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