
Ⅰ．一般会計補正予算（案）・第１号について

１．補正予算（案）の規模
（単位：千円）

２．歳出予算の概要

事業 千円

事業 千円

事業 千円

事業 千円

事業 千円

３．補正予算（案）の内訳

○財源内訳 （単位：千円）

285,415

合　計 2,154,291 49,881 1,319,460 388,800 202 395,948

（２）事業進捗に伴うもの 326,667 3,750 0 37,300 202

一般財源

（１）災害に伴うもの 1,827,624 46,131 1,319,460 351,500 0 110,533

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

（２）事業進捗に伴うもの 5 326,667

合　計 20 2,154,291

　災害の被災者等に対する支援策 5 1,395,577

　災害からの復旧費 10 432,047

区　分 対応状況

（１）災害に伴うもの 15 1,827,624

補正予算(第１号) 2,154,291 805,506 167.4%

合　計 132,944,291 136,785,506 ▲ 2.8%

現計予算 130,790,000 135,980,000 ▲ 3.8%

平 成 30 年 8 月 29 日
市 長 記 者 会 見 資 料

平成３０年度９月補正予算（案）について

一般会計 ３０年度 ２９年度 対前年度伸び率

1



○歳入予算 （単位：千円）

○繰越明許費
（追加）　５事業 （単位：千円）

道路災害復旧事業 － 13,300

河川災害復旧事業 － 5,740

林道災害復旧事業 － 25,000

中学校施設維持管理事業 － 11,200

小学校施設維持管理事業 － 7,800

事業名 補正前　金額 補正後　金額

市債 744,748

合　計 2,154,291

繰越金 40,000

諸収入 202

国庫支出金 49,881

県支出金 1,319,460

項　目 金　額
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４．補正予算（案）に計上している事業

（１）災害に伴うもの （単位：千円）

　災害の被災者等に対する支援策 5事業

　災害からの復旧費 10事業

合計（１５事業） 1,827,624

特定地域生活排水
処理事業特別会計
繰出金

　特定地域生活排水処理事業の災害復旧（城島地
域：市町村設置型浄化槽）に対する繰出金

11,000 上下水道部

公園災害復旧事業 　公園施設の被害に対する本復旧費 92,100

河川災害復旧事業 　河川施設の被害に対する本復旧費 49,800

都市建設部道路災害復旧事業 　道路施設の被害に対する本復旧費 32,300

林道災害復旧事業 　林道施設の被害に対する本復旧費 28,500 農政部

農業用施設災害復
旧事業

　農業用水路等の被害に対する本復旧費 6,400

公園維持管理事業
　公園施設の被害に対し、既存予算から緊急的に
対応した経費の補填

25,358

河川排水路等補修
事業

　河川施設の被害に対し、既存予算から緊急的に
対応した経費の補填

53,331

農業用施設維持管
理事業

　農業用水路等の被害に対し、既存予算から緊急
的に対応した経費の補填

14,843

都市建設部

道路維持修繕事業
　道路施設の被害に対し、既存予算から緊急的に
対応した経費の補填

118,415

432,047

水産業施設災害復
旧支援事業

　被災した水産業施設の修繕等にかかる経費の一
部助成金

1,500

農業用施設維持管
理（適正化）事業

　被災した農地の復旧にかかる経費の一部助成金 13,750

農業機械・施設災害
復旧支援事業

　被災した農業用機械、施設の修繕、買い替え等に
かかる経費の一部助成金

1,371,027

農政部

畜産業施設災害復
旧支援事業

　被災した畜産業施設及び付帯設備の修繕、買い
替え等にかかる経費の一部助成金

4,800

災害援護資金貸付
事業

　災害により、住居・家財に被害を受けた方への貸
付資金

4,500 健康福祉部

1,395,577

事業名 事業内容 事業費 所管
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（２）事業進捗に伴うもの （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１号

○補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（案）・第１号

○補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

施設維持費
　災害により被災した市町村設置型浄化槽（城島地
域）の復旧費

11,000 上下水道部

事業名 事業内容 事業費 所　管

国県等返還金 　過年度の国県等支出金の精算に伴う返還金 375,134 健康福祉部

事業名 事業内容 事業費 所　管

一般会計 （20事業） 2,154,291

合計（５事業） 326,667

国県等返還金 　過年度の国県等支出金の精算に伴う返還金 266,126
健康福祉部
子ども未来部

農政部

中学校施設維持管理事
業

　中学校のブロック塀の緊急点検により、特に危険
性が高いと判断した塀の安全対策にかかる工事費
等

22,600

小学校施設維持管理事
業

　小学校のブロック塀の緊急点検により、特に危険
性が高いと判断した塀の安全対策にかかる工事費
等

24,900

教育部

新産業・新技術支援事
業

　エネルギー関連産業の育成に向け、市内関連企
業の製品開発等を支援するための助成金

7,500 商工観光労働部

社会福祉施設運営費負
担事業

　浮羽老人ホーム組合の解散に伴う財産処分にか
かる負担金

5,541 健康福祉部

事業名 事業内容 事業費 所管
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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１号

○補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

（問い合わせ先）

　●一般会計及び特別会計
担当課 総合政策部財政課
担当者名 筬島・田中・藤原
電話番号 ０９４２－３０－９１１７

　●企業会計
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

合計 275,840

浄化センター建設費
　災害により被災した中央浄化センター施設内のポ
ンプ及び電気設備等の復旧工事費

243,000

減価償却費 　復旧工事完了による減価償却費発生見込み額 840

処理場費
　災害により被災した中央浄化センター施設内のポ
ンプ棟及び沈砂池等の浚渫・清掃にかかる委託料

22,000

管渠費
　災害により被災したマンホール周辺の舗装修繕及
び公道の消毒・清掃にかかる修繕費等

10,000

上下水道部

事業名 事業内容 事業費 所　管
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