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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
117,101 0 0 0 117,101

【事業目的】
　市の具体的政策を最終的に決定すると共に執行機関の行財政運営の監視を行い，所管
事務調査を実施し，市の施策や事務の改善策等を調査する。

【事業内容】
　議員報酬，期末手当，特別職共済費，議長旅費，所管事務調査等の旅費等に係る経費

【主な経費の内訳】
　議員報酬，期末手当（20人分）
　共済費：給付費負担金，事務費負担金
　旅費　：本会議，委員会，所管事務調査，各種会合等への出席時費用弁償

国県支出金 地方債 その他
9,323 0 0 0 9,323

【事業目的】
　議会に関する情報公開等により，開かれた議会を推進する。

【事業内容】
　全国市議会議長会等の随行旅費や議会だより会議録の印刷製本費，会議録反訳料及び
議会中継システム等の委託に係る経費等

【主な経費の内容】
　旅費：市議会議長会，各常任委員会調査等随行旅費
　需用費：会議録，議会だより印刷製本費
　委託料：議会会議録反訳，会議録検索システム，議会中継システム委託等
　使用料及び賃借料：バス借上げ
　負担金，補助及び交付金：全国・九州・鹿児島県市議会議長会等負担金

議事係

款 01: 議会費
事業名

03: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 議会費
予算額

特定財源
一般財源

目

款 01: 議会費
事業名

01: 市議会議員費
01: 市議会議員費

項 01: 議会費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 議会費

01: 議会費

議事係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,555 0 0 0 1,555

【事業目的】
　議員へタブレットを貸与し，本会議等の議案及びその他資料のペーパレス化と日程や事
務連絡等を通信機能で管理し，議会運営の円滑化を図る。

【事業内容】
　タブレットに係る備品購入費，消耗品費及び使用料及び賃借料にかかる経費

【主な経費の内訳】
　需用費：タブレットペンシル
　使用料及び賃借料：モバイルネット（ポケットWi-Fi）
　備品購入費：タブレット（議員20台，事務局用２台），モバイルルーター

国県支出金 地方債 その他
90,494 0 0 1,330 89,164

【事業目的】
　市長等の陳情，渉外活動及び郷土会への参加，電話交換業務等の会計年度任用職員の配
置，職員の採用，職員の派遣事業などにより適確，円滑な行政業務を遂行する。

【事業内容】
　電話交換業務等の会計年度任用職員の配置，陳情・渉外活動及び郷土会との交流，県や
他自治体への職員派遣，テレワークや職員採用試験の実施，市長会負担金等に要する経費

【主な経費の内訳】
　委託料：公平委員会事務委託料
　負担金，補助及び交付金：非常勤公務災害補償等事務負担金，全国市長会負担金，
　　　　　　　　　　　　　県市長会負担金，市町村職員採用統一試験実施負担金等

款 02: 総務費
事業名

03: 一般経費
01: 総務人事関係費

項 01: 総務管理費

目 01: 一般管理費
予算額

款 01: 議会費
事業名

04: 議会タブレット導入事業費
01: 議会タブレット導入事業費

項 01: 議会費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 議会費

議事係

特定財源
一般財源

総務人事係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,764 20 0 0 4,744

【事業目的】
　市政懇談会開催，総合賠償補償保険，法律顧問業務委託及び現行法規等データベース利
用に要する経費

【事業内容】
　判例解説追録経費，総合賠償補償保険料，法律顧問業務委託料及び現行法規等データベ
ース利用料

【主な経費の内訳】
　委託料：法律顧問業務委託

国県支出金 地方債 その他
5,823 0 0 0 5,823

【事業目的】
　CIO（副市長）を補佐するCIO補佐官及び行政デジタル化推進員を民間事業者から採用し，
本市行政DXの推進を図る。

【事業内容】
　CIO補佐官及び行政デジタル化推進員の採用に要する経費

【主な経費の内訳】
　報酬：CIO補佐官の報酬
　報償費：行政デジタル化推進員の報償費

款 02: 総務費
事業名

03: 一般経費
02: 行政関係費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費

行政係

款 02: 総務費
事業名

03: 一般経費
03: 行政DX推進事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費

情報政策係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,642 0 0 0 5,642

【事業目的】
　職員研修を通じて，職員の資質向上及び専門知識の習得を図り，住民サービスの向上に
資する。

【事業内容】
　階層別研修，専門研修，人事評価研修，特別研修の受講等に要する経費

【主な経費の内訳】
　委託料：人事評価及び接遇研修に係る委託料
　負担金，補助及び交付金：各種職員研修負担金，自治大学研修負担金，
　　　　　　　　　　　　　県市町村自治研修センター負担金等
　その他各種研修会への出席旅費等

国県支出金 地方債 その他
5,944 0 0 208 5,736

【事業目的】
　職員健康診断の実施等により職員の健康管理対策を図る。

【事業内容】
　産業医の設置，職員健康診断及びストレスチェック他メンタルヘルスサポート業務の実
施，人間ドック受診者への助成，九州都市安全衛生管理協議会の参加等に要する経費

【主な経費の内訳】
　委託料：職員健康診断及びストレスチェック他メンタルヘルスサポート等に係る委託料
　負担金，補助及び交付金：安全衛生推進者養成講習受講負担金，
　　　　　　　　　　　　　九州都市安全衛生管理協議会総会参加負担金
　　　　　　　　　　　　　人間ドック受診に係る経費の一部助成経費

目 01: 一般管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

04: 職員研修関係費
01: 職員研修関係費

項 01: 総務管理費

款 02: 総務費
事業名

05: 職員福利厚生費
01: 職員福利厚生費

項 01: 総務管理費

総務人事係

総務人事係

目 01: 一般管理費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
9,250 0 0 1 9,249

【事業目的】
　公用車の適正な管理，効率的運用及び職員の安全運転管理を図る。

【事業内容】
　総務課及び各支所地域振興係所管の公用車の維持管理経費，車両の更新，公用車使用で
の出張時の高速道路通行料や駐車場利用料，安全運転管理等に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：公用車車検及び法定点検等修繕料，公用車燃料費
　使用料及び賃借料：各庁舎公用車のリース料
　備品購入費：各庁舎公用車及びドライブレコーダーの購入費
　負担金，補助及び交付金：安全運転管理者・同副管理者法定講習会負担金，
　　　　　　　　　　　　　安全運転管理協議会負担金

国県支出金 地方債 その他
54 0 0 0 54

【事業目的】
　特別職の報酬等の額について，市長の諮問に応じて審議を行う。

【事業内容】
　特別職報酬等審議会の開催時の委員報酬及び費用弁償

【主な経費の内訳】
　報酬：特別職報酬等審議会委員に係る報酬

目 01: 一般管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

06: 公用車管理費
01: 公用車管理費

項 01: 総務管理費

目 01: 一般管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

07: 特別職報酬等審議会費
01: 特別職報酬等審議会費

項 01: 総務管理費

総務人事係

総務人事係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
95,354 0 0 1,883 93,471

【事業目的】
　３庁舎内外の修繕，保守管理や整備を図る。

【事業内容】
　３庁舎内外の修繕，維持管理等に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：各庁舎の建具，電気系統・空調，水回り等補修・修繕
　委託料：IP電話システム(構内交換電話及び出先機関内線電話)機器保守業務，
　　　　　各庁舎警備業務委託，各庁舎清掃業務委託，
　　　　　各庁舎植栽管理庭木剪定・防除業務委託
　工事請負費：川辺庁舎空調設備改修，川辺庁舎電話交換機本体更新費用
　負担金，補助及び交付金：防火管理者等講習受講負担金

国県支出金 地方債 その他
114,637 0 68,800 1 45,836

【事業目的】
　行政事務連絡業務の委託に要する経費

【事業内容】
　自治会長に行政事務を委託するための委託料，災害補償保険料及び行政事務説明会開催
時の出会旅費

【主な経費の内訳】
　委託料：行政事務連絡業務委託
　        自治会文書配布業務

款 02: 総務費
事業名

08: 庁舎管理費
01: 庁舎管理費

項 01: 総務管理費

総務人事係

款 02: 総務費
事業名

09: 行政事務連絡業務関係費
01: 行政事務連絡業務関係費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費

目 01: 一般管理費
予算額

特定財源
一般財源

共生・協働推進係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6 0 0 0 6

【事業目的】
　市長と教育委員会による総合教育会議開催に要する経費

【事業内容】
　総合教育会議出会の費用弁償

国県支出金 地方債 その他
1,322 0 0 0 1,322

【事業目的】
　行政課題の解決・行政サービスの向上と効果的で効率的な行政運営を目指し，行政改
革を推進する。

【事業内容】
　行政改革推進に係る行政改革推進委員会を開催等するほか，会議録音声認識システムを
利用し事務の省力化を図る。

【主な経費の内訳】
　行政改革推進委員会開催に伴う委員報酬や，音声認識編集ソフトの使用料等

予算額
特定財源

一般財源

款 02: 総務費
事業名

10: 総合教育会議費
01: 総合教育会議費

項 01: 総務管理費

行政係

行政改革推進係

款 02: 総務費
事業名

11: 行政改革事業費
01: 行政改革事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費

目 01: 一般管理費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
27,838 0 0 0 27,838

【事業目的】
　自治会集会施設整備等の補助や自治コミュニティ活動交付金を交付することにより，自
治会活動の支援を行う。

【事業内容】
　自治会集会施設整備等の補助，自治コミュニティ活動交付金の交付

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：自治会集会施設等整備事業補助金 ８自治会
　　　　　　　　 　　　　 自治コミュニティ活動交付金　15,056世帯×1,700円　　　
　　　　　　　　　 　　　 自治会合併加算　３自治会（減少　６自治会）

国県支出金 地方債 その他
1,021 171 0 0 850

【事業目的】
　男女共同参画社会の実現を目指すための一般経費

【事業内容】
　審議会の開催に係る経費
　男女共同参画住民講座・出前講座開催に係る経費
　ＤＶ被害者支援に係る経費

【主な経費の内訳】
　報償費：住民講座，出前講座等の講師謝金
　扶助費：ＤＶ被害者一時避難費用給付

款 02: 総務費
事業名

12: 自治会関係費
01: 自治会関係費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費

共生・協働推進係

款 02: 総務費
事業名

13: 男女共同参画推進事業費
01: 男女共同参画推進事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費

共生・協働推進係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,151 171 0 0 1,980

【事業目的】
　共生・協働の地域社会づくりの実現に向けて，政策への市民参加や地域自主活動の促進
を図る。

【事業内容】
  市民参加推進会議及び共生・協働研修会開催に係る経費
　市民自主活動総合補償制度に係る経費
　地域コミュニティ推進計画策定に係る経費
　
【主な経費の内訳】
  報　酬：市民参加推進会議委員報酬
　報償費：共生・協働研修会の講師謝金

     　役務費：補償制度の保険料
 

国県支出金 地方債 その他
11,024 0 0 0 11,024

【事業目的】
　市内各地区公民館のコミュニティ・プラットフォーム構築に向けて指導・助言を行うた
めに集落支援員を設置するもの

【事業内容】
  集落支援員にかかる報酬等の経費
　　
【主な経費の内訳】

       報酬費：集落支援員の報酬
  共済費：集落支援員の共済費

款 02: 総務費
事業名

14: 共生・協働地域社会づくり事業費
01: 共生・協働地域社会づくり事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費

共生・協働推進係

款 02: 総務費
事業名

15: 集落支援員設置事業費
01: 集落支援員設置事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費

共生・協働推進係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
282,309 0 182,500 99,809 0

【事業目的】
　新庁舎建設に向け，設計業務を中心とした事業を実施する。

【事業内容】
　新庁舎の基本・実施設計業務委託を中心に，執務室等のオフィス環境や電算システムの
環境整備など，関連する事業の取りまとめや管理を行う。

【主な経費の内訳】
　報償費：設計業務プロポーザル審査会の出会謝礼
　需用費：新庁舎建設に関する広報（市広報誌活用）の印刷製本費
　委託料：市役所本庁舎新築工事基本・実施設計業務委託
　　　　　敷地造成に伴う開発行為許可申請書作成業務委託　等

国県支出金 地方債 その他
5,076 0 0 0 5,076

【事業目的】
　市例規集管理，法制支援業務，官報閲覧に要する経費

【事業内容】
　市例規集（総合法令管理システム）及び法制支援業務委託料，官報インターネット
サービス使用料

【主な経費の内訳】
　委託料：市例規集（総合法令管理システム）及び法制支援業務委託

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 総務管理費

行政係

目 02: 文書費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

20: 新庁舎建設事業費
01: 新庁舎建設事業費

項 01: 総務管理費

新庁舎建設推進係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,760 0 0 0 1,760

【事業目的】
　市で行う許認可等を伴う行政手続きについて，法令及び条例等に則り，審査基準，標準
処理期間等の設定及びホームページの公開に要する経費

【事業内容】
　行政手続整備支援業務委託料

【主な経費の内訳】
　委託料：行政手続整備支援業務委託

国県支出金 地方債 その他
520 0 0 0 520

【事業目的】
　情報公開・個人情報保護審査会，固定資産評価審査委員会及び行政不服審査会開催等に
要する経費

【事業内容】
　審査会，審査委員会開催等の報酬及び費用弁償，各種研修参加負担金

【主な経費の内訳】
　委託料：行政不服審査審理業務　法務専門調査職員業務委託
　負担金，補助及び交付金：行政不服審査法セミナー及び情報公開セミナー参加負担金

目 02: 文書費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
02: 行政手続支援システム導入事業費

項 01: 総務管理費

目 02: 文書費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

02: 各種審査会費
01: 各種審査会費

項 01: 総務管理費

行政係

行政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
44,395 0 0 2,194 42,201

【事業目的】
　３庁舎における文書作成，文書発送等に要する経費

【事業内容】
　文書事務に要する用紙等消耗品費，郵送料，配送委託料，複写機等使用料及び賃借料，
備品購入費

【主な経費の内訳】
　需用費：文書事務関係機器修繕等
　委託料：庁舎間文書集配業務委託

国県支出金 地方債 その他
6,872 278 0 664 5,930

【事業目的】
　「広報南九州」を毎月発行し，市内全世帯に配布することにより市行政情報，各種行事
等の広報に努める。

【事業内容】
　広報紙印刷等に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：広報紙の印刷製本費

予算額
特定財源

一般財源

款 02: 総務費
事業名

03: 文書事務費
01: 文書事務費

項 01: 総務管理費

款 02: 総務費
事業名

01: 広報広聴費
01: 広報広聴費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 広報費

行政係

目 02: 文書費

広報統計係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
7,688 0 0 700 6,988

【事業目的】
　交通安全対策業務に係る一般経費

【事業内容】
　年４回の交通安全運動や各年代層別の交通安全啓発に伴う教室等の実施経費及び交通安
全専門指導員並びに交通安全協力員の処遇費や交通安全指導車の維持経費等

【主な経費の内訳】
　報酬：交通専門指導員（３人）
　報償費：交通安全協力員（９人）交通安全推進協議会謝金
　負担金，補助及び交付金：南九州地区交通安全協会補助金　他

国県支出金 地方債 その他
11,846 0 0 0 11,846

【事業目的】
　安全で安心なまちづくりに寄与する。

【事業内容】
　安全で安心なまちづくり推進協議会の開催に要する経費，中学校通学路灯の更新，防
犯カメラのリース料等，各種団体や防犯灯設置に対する補助

【主な経費の内訳】
　委託料：知覧中学校通学路LED照明取替業務，防犯カメラ保守業務他
　使用料及び賃借料：防犯カメラリース既存20箇所分
　負担金，補助及び交付金：南九州地区防犯協会負担金他，防犯灯設置事業補助

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 交通安全対策費

交通防災係

款 02: 総務費
事業名

01: 防犯関係対策費
01: 防犯関係対策費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 防災費

交通防災係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
7,033 0 5,500 0 1,533

【事業目的】
　自治会放送施設整備費の一部を助成することにより，自治会の財政負担の軽減を図り，
災害に強い放送施設の整備に寄与する。

【事業内容】
　自治会における情報伝達システムである自治会放送施設の整備に対する補助

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：自治会放送施設整備補助金

国県支出金 地方債 その他
10,115 0 0 8,130 1,985

【事業目的】
　企画係に係る一般経費

【事業内容】
　広域行政協議会等負担金，国等への要望活動に係る旅費及び市内高等学校活性化対策事
業補助等

【主な経費の内訳】
　旅費：南薩地区総合開発期成会要望活動等
　負担金，補助及び交付金：県過疎地域自立促進協議会負担金，
　　　　　　　　　　　　　市内高等学校活性化対策事業補助金等

款 02: 総務費
事業名

02: 放送施設整備費
01: 放送施設整備費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 防災費

交通防災係

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

企画係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,708 0 0 759 1,949

【事業目的】
　企業立地により雇用の拡大及び地域経済の活性化を図るとともに，立地企業の支援を行
う。

【事業内容】
　企業誘致活動に伴う旅費，市内企業合同説明会及び市内企業立地懇話会の開催

【主な経費の内訳】
　委託料：市内企業合同企業説明会会場設営等
　使用料及び賃借料：市内事業所見学会時のバス借上げ等

国県支出金 地方債 その他
101 100 0 0 1

【事業目的】
　国土利用計画法に基づき土地利用の適正化を図る。

【事業内容】
　都市計画区域（5,000㎡以上），都市計画区域外（10,000㎡以上）の土地売買等があっ
た場合の事務処理に係る経費

【主な経費の内訳】
　需用費：事務用品等消耗品

款 02: 総務費
事業名

02: 企業立地推進事業費
01: 企業立地推進事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

企画係

款 02: 総務費
事業名

03: 土地利用規制等対策費
01: 土地利用規制等対策費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

企画係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
493 0 0 0 493

【事業目的】
　友好姉妹都市との交流及び連携した活動により活性化を図る。

【事業内容】
　友好姉妹都市との交流に係る旅費等

【主な経費の内訳】
　旅費：イベント参加及び事業打合せ等

国県支出金 地方債 その他
62,450 0 53,400 0 9,050

【事業目的】
　交通空白地域等の解消を図り，交通弱者の日常生活に必要な地域公共交通網の維持，確
保及び充実を図る。

【事業内容】
　ひまわりバス運行事業に係る経費，地域間幹線バス路線の維持，確保の補助等

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：南九州市地域公共交通協議会負担金

款 02: 総務費
事業名

04: 友好姉妹都市交流推進費
01: 友好姉妹都市交流推進費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

企画係

款 02: 総務費
事業名

05: 地域交通対策事業費
01: バス対策事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

企画係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,261 0 0 228 2,033

【事業目的】
　JR指宿枕崎線の利用者の利便性向上及び利用促進を図る。

【事業内容】
　JR西頴娃駅簡易業務委託に係る管理費及び事務所経費，駅トイレの維持管理に要する経
費等

【主な経費の内訳】
　需用費：燃料費及び光熱水費等
　委託料：JR西頴娃駅簡易業務委託料等

国県支出金 地方債 その他
1,314 0 0 1,314 0

【事業の目的】
　三本松工業団地の適切な維持，管理を行う。

【事業の内容】
　三本松工業団地の水源地等及び団地内の維持，管理

【主な経費の内訳】
　役務費：浄水水質検査手数料
　委託料：水源地・配水池電気設備保守点検業務委託料等

款 02: 総務費
事業名

06: 工業団地管理費
01: 三本松工業団地管理費

項 01: 総務管理費

企画係

目 06: 企画費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

05: 地域交通対策事業費
02: ＪＲ西頴娃駅管理費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

企画係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
781 0 0 0 781

【事業目的】
　結婚を希望する男女に出会いのきっかけ作り及び引き合わせなどの支援を行うことによ
り，移住定住の促進，交流人口の増加を図る。

【事業内容】
　出会いの場を創出するイベント事業の補助，出会いサポーター倶楽部の運営補助等

【主な経費の内訳】
　出会いサポーター倶楽部補助金等

国県支出金 地方債 その他
44,518 0 0 44,518 0

【事業目的】
　市内への移住，定住を促進することにより地域活性化を図る。

【事業内容】
　移住・定住に伴う住宅取得等に係る補助

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：移住定住促進対策事業補助金
　　　　　　　　　　　　　住み替え住宅リフォーム補助金
　　　　　　　　　　　　　働く若者定住促進事業補助金
　　　　　　　　　　　　　子育て転入世帯家賃応援補助金

企画係

目 06: 企画費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

07: 住んでみよう応援事業費
01: 住んでみよう応援事業費

項 01: 総務管理費

移住定住係

款 02: 総務費
事業名

07: 住んでみよう応援事業費
02: 住んでみよう応援事業費（移住定住係）

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,427 0 0 3,427 0

【事務目的】
　住宅団地の分譲販売及び維持管理を行う。

【事業内容】
　未販売区画の草払い等の維持管理及び販売促進に係る広告料等

【主な経費の内訳】
　役務費：住宅専門誌への広告料
　委託料：３住宅団地の草払業務委託
　工事請負費：知覧みずほ団地暗渠排水等工事

国県支出金 地方債 その他
11,393 500 0 8,800 2,093

【事業目的】
　自治会等地域コミュニティ組織が行う地域づくり実践活動に対して助成を行う。

【事業内容】
  まちづくり補助金　・まちづくり実践事業
　　　　　　　　　　・まちづくり人材養成事業
　　　　　　　　　　・テーマ設定型実践事業
　　　　　　　　　　・地区コミ･プラ推進事業
　地域活動活性化事業
　　
【主な経費の内訳】
　報償費：地域活動活性化事業
　負担金，補助及び交付金：まちづくり事業補助金

06: 企画費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

08: 住宅団地管理費
01: 住宅団地管理費

項 01: 総務管理費

企画係

目

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

款 02: 総務費
事業名

09: まちづくり事業費
01: まちづくり事業費

共生・協働推進係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6,552 0 0 0 6,552

【事業目的】
　地域おこし協力隊が取り組む地域協力活動により，地域の活性化を図る。

【事業内容】
　地域おこし協力隊の活動に要する経費

【主な経費の内訳】
　報酬：地域おこし協力隊員報酬
　負担金，補助及び交付金：隊員派遣に係る事業負担金
　　　　　　　　　　　　　地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金

国県支出金 地方債 その他
1,311,890 0 0 1,311,890 0

【事業目的】
　ふるさと寄附金事業による返礼品の送付等を行い，地域の特産品をPRし，地域活性化に
資する。

【事業内容】
　ふるさと納税の募集を行い，返礼品の送付に係る事務を行う。

【主な経費の内訳】
　返礼品費用，返礼品の送付に係る費用，ふるさと納税受付に係る手数料等

款 02: 総務費
事業名

10: 地域おこし協力隊設置事業費
01: 地域おこし協力隊設置事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

移住定住係

ふるさと納税係

款 02: 総務費
事業名

11: ふるさと寄附金事業費
01: ふるさと寄附金事業費（募集に要する経費）

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
54,530 0 0 54,530 0

【事業目的】
　ふるさと寄附金事業による返礼品の送付等を行い，地域の特産品をPRし，地域活性化に
資する。

【事業内容】
　寄附に係る証明書の発送，ワンストップ特例申請手続きに係る事務を行う。

【主な経費の内訳】
　寄附受領証明書等の郵送料，ワンストップ特例申請受付業務委託料等

国県支出金 地方債 その他
9,172 2,250 0 6,922 0

【事業目的】
　本市への移住・定住を促進することにより，人口減少に歯止めをかけ，地域活性化を図
る。

【事業内容】
　都市部で開催される移住セミナーへの参加，移住PR媒体の作成，空き家の有効活用及び
移住者確保のための各種施策等

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：空き家バンク登録促進事業補助金
　　　　　　　　　　　　　空き家等活用支援事業補助金
　　　　　　　　　　　　　UIJターン移住・就業支援事業補助金

款 02: 総務費
事業名

12: 移住定住促進対策事業費
01: 移住定住促進対策事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

款 02: 総務費
事業名

11: ふるさと寄附金事業費
02: ふるさと寄附金事業費（その他の経費）

項 01: 総務管理費
予算額

移住定住係

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

ふるさと納税係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6,543 0 0 6,543 0

【事業目的】
　本市ならではの自然，景観，観光資源，文化及び伝統，まちづくり，特産品等の素材を
効果的に発信することにより，地域のイメージアップとブランド化を図る。

【事業内容】
　本市の魅力を紹介する統一デザインのグッズの制作，市民にはあらためて市の魅力を再
認識してもらうことを目的に，また市外の人には市に「来て・見て・撮る」という一連の
行動欲求を刺激することを目的とした，プロによる市内撮影ポイント案内ブックを制作。

【主な経費の内訳】
　委託料：プロによる市内撮影ポイント案内ブック制作
　　　　　

国県支出金 地方債 その他
17,542 0 0 17,542 0

【事業目的】
　平和を語り継ぐ都市としての使命から，広く平和情報発信を行うため，平和へのメッセ
ージと題して「スピーチコンテスト」を開催する。

【事業内容】
　第33回スピーチコンテストの本選を８月15日に開催。全国から平和・命に関する作品を
募集し，各部門ごとの優秀作品を選考のうえ，大会当日にスピーチ発表をしてもらう。

【主な経費の内訳】
　報償費：実行委員会出会謝金，関係者への土産用お茶　
　委託料：広報活動及び大会会場設営，記念講演，番組制作業務委託
　　　　　事務局運営業務（作品募集，応募とりまとめ，各種連絡調整事務，審査業務，
　　　　　　　　　　　　審査員報酬支払事務，出場者との調整，旅費支払事務ほか）

管理係

款 02: 総務費
事業名

13: 地域ブランディング事業費
01: 地域ブランディング事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

移住定住係

款 02: 総務費
事業名

14: スピーチコンテスト事業費
01: スピーチコンテスト事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,023 0 0 0 1,023

【事業目的】
　市総合計画後期計画策定に係る経費

【事業内容】
　市総合計画後期計画策定業務

【主な経費の内訳】
　需用費：市総合計画後期計画の印刷製本費

国県支出金 地方債 その他
1,111 0 0 1,111 0

【事業目的】
　市外から本市への移住，地域間交流，二拠点居住などを推進し，関係人口の構築を目的
とする。

【事業内容】
　将来的に移住を希望する方等が，本市において一定期間生活を体験するためのお試し
住宅を運営するもの

【主な経費】
　需用費：お試し住宅の電気料・水道料・修繕料等
　委託料：利用前清掃業務委託
　使用料及び賃借料：寝具のレンタル費用等

款

款 02: 総務費
事業名

18: 移住・交流お試し居住事業費
01: 移住・交流お試し居住事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

02: 総務費
事業名

16: 総合計画策定事業費
01: 総合計画策定事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

企画係

移住定住係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
31,450 15,725 0 15,725 0

【事業目的】
　廃校跡地の活用により地域活性化を図る。

【事業内容】
　旧川辺中学校校舎のサテライトオフィスを拠点として，テレワークを行う企業等の誘致
事業を実施する。

【主な経費の内訳】
　委託料：廃校を活用したサテライトオフィスプロジェクト推進業務委託

国県支出金 地方債 その他
114,338 2,524 0 240 111,574

【事業目的】
　電算システムや庁舎間通信の適正な維持管理及び安定的なシステム運用を図る。

【事業内容】
　機器及びソフトウェアの保守料やリース料，庁舎間通信費，その他電算システムの
運用に必要な経費

【主な経費の内訳】
　役務費：庁舎間及び出先機関の通信料
　委託料：ﾈｯﾄﾜｰｸ機器保守，ｻｰﾊﾞ機器保守，電光掲示板保守，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用保守
　使用料及び賃借料：機器及びｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料，情報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ利用料
　負担金，補助及び交付金：総合情報ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ負担金，自治体ｸﾗｳﾄﾞ運用負担金，
　　　　　　　　　　　　　自治体中間ｻｰﾊﾞ負担金，ｺﾝﾋﾞﾆ交付運営負担金

款

企画係

02: 総務費
事業名

22: 廃校を活用したサテライトオフィスプロジェクト事業費
01: 廃校を活用したサテライトオフィスプロジェクト事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 企画費

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 07: 電算費

情報政策係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,494 0 0 0 3,494

【事業目的】
　契約管理事務に要する経費

【事業内容】
　契約関係一般経費（システムリース料，電子入札共同利用負担金含む）

【主な経費の内訳】
　使用料及び賃借料：契約管理・工事成績評定システムリース料
　負担金，補助及び交付金：電子入札システム共同利用負担金

国県支出金 地方債 その他
26,067 0 0 80 25,987

【事業目的】
　財産管理係所管の他の事業に属さない一般経費

【事業内容】
　市有財産の維持管理に要する経費で火災・自動車損害保険，施設管理業務委託料等

【主な経費の内訳】
　需用費：普通財産の一般修繕
　役務費：市有建物災害保険料，公用車損害保険料
　委託料：市有地草払業務委託，法定外公共物管理委託，
　　　　　公有財産管理システム保守業務委託

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
01: 契約管理関係費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 08: 財産管理費

契約管理係

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
02: 財産管理関係費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 08: 財産管理費

財産管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,338 0 0 1,282 1,056

【事業目的】
　田代工業団地水源地の維持管理に要する経費

【事業内容】
　水源地の電気及び水質検査等にかかる経費

【主な経費の内訳】
　需用費：施設電気料等の光熱水費
　　　　　施設の一般修繕
　役務費：水質検査手数料
　委託料：電気設備保守管理業務委託，敷地草払
　使用料及び賃借料：発電機リース料
　

国県支出金 地方債 その他
13,943 0 0 0 13,943

【事業目的】
　公共事業に伴う取得用地等について，不動産登記法に基づく嘱託登記を行い市有財産の
適切な管理を行う。

【事業内容】
　現年度及び未登記分にかかる相続人調査をはじめ，分筆，所有権移転登記等の各種嘱託
登記を行うために要する経費

【主な経費の内訳】
　委託料：分筆登記用地籍測量図作成委託

款 02: 総務費
事業名

02: 田代工業団地水源地管理費
01: 田代工業団地水源地管理費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 08: 財産管理費

財産管理係

款 02: 総務費
事業名

03: 登記事務費
01: 登記事務費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 08: 財産管理費

財産管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,738 0 0 0 2,738

【事業目的】
　財政運営事務に要する一般経費を計上するもの

【事業内容】
　財政に関するシステム運用，情報整備に係る経費，水道事業会計への繰出金等

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：公会計システム負担金
　繰出金：水道事業会計の過疎対策事業債借入に係る地方交付税措置分の繰出

国県支出金 地方債 その他
2,900 0 0 0 2,900

【事業目的】
　統一的な基準による固定資産台帳の整備及び財務書類の作成を通じ，財務状況の明確化
及び透明性の向上を図り，より一層の経営の効率化と財政健全化を推進することを目的と
する。

【事業内容】
　財務書類等作成，分析及び活用に関する指導・助言をもらいながら統一的な基準による
地方公会計の整備促進を図る。
　
【主な経費の内訳】
　委託料：新地方公会計制度関係書類作成支援業務委託

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 09: 財政管理費

財政係

款 02: 総務費
事業名

02: 統一的な基準による地方公会計整備事業費
01: 統一的な基準による地方公会計整備事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 09: 財政管理費

財政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
8,928 0 0 0 8,928

【事業目的】
　会計事務に係る経費

【事業内容】
　共通消耗品の購入，口座振替手数料，窓口収納手数料等会計課事務に係る一般経費

【主な経費の内訳】
　需用費：共通消耗品購入費
　役務費：データ伝送通信費，口座振替・窓口収納手数料
　委託料：ファームバンキングメンテナンス委託料
　使用料及び賃借料：データ伝送システム利用料，ＯＣＲ装置賃借料

国県支出金 地方債 その他
15,067 0 0 1,049 14,018

【事業目的】
　生涯学習・文化振興の拠点施設である頴娃文化会館の維持管理に要する経費

【事業内容】
　文化会館の維持・管理に要する光熱水費，修繕料，委託料等

【主な経費の内訳】
　需用費：電気料
　委託料：会館管理業務委託，清掃業務委託，舞台設備保守点検業務委託，公共施設個別
　　　　施設計画策定業務委託等
　負担金，補助及び交付金：防火管理者講習会負担金，県公立文化施設協議会負担金

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 10: 会計管理費

会計係

款 02: 総務費
事業名

01: 施設管理費
01: 頴娃文化会館管理費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 11: 文化会館管理費

文化振興係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
85,586 0 0 70,350 15,236

【事業目的】
　生涯学習・文化振興の拠点施設である知覧文化会館の維持管理に要する経費

【事業内容】
　文化会館の維持・管理に要する燃料費，光熱水費，修繕料，委託料，工事請負費等

【主な経費の内訳】
　需用費：Ａ重油等の燃料費
　　　　　電気料等の光熱水費
　委託料：会館管理業務委託，清掃業務委託，舞台設備保守点検業務委託，公共施設個別
　　　　施設計画策定業務委託，内装改修その他工事監理業務委託等
　工事請負費：内装改修その他工事
　負担金，補助及び交付金：防火管理者講習会負担金，県公立文化施設協議会負担金

国県支出金 地方債 その他
24,377 0 0 2,432 21,945

【事業目的】
　生涯学習・文化振興拠点施設である川辺文化会館の維持管理に要する経費

【事業内容】
　文化会館の維持・管理に要する燃料費，光熱水費，修繕料，委託料等

【主な経費の内訳】
　需用費：Ａ重油等の燃料費
　　　　　電気料等の光熱水費
　　　　　ワイヤレスインカム取替修繕，電話交換設備更新等の修繕料
　委託料：会館管理業務委託，清掃業務委託，舞台設備保守点検業務委託，公共施設個別
　　　　施設計画策定業務等
　負担金，補助及び交付金：防火管理者講習会負担金，県公立文化施設協議会負担金

款 02: 総務費
事業名

01: 施設管理費
02: 知覧文化会館管理費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 11: 文化会館管理費

文化振興係

款 02: 総務費
事業名

01: 施設管理費
03: 川辺文化会館管理費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 11: 文化会館管理費

文化振興係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
188,304 0 0 188,304 0

【事業目的】
　知覧特攻平和会館は，特攻隊員の方々の遺影や遺書・遺品その他の戦史資料を収集・展
示・保存し，史実を後世に正しく伝え，世界恒久平和に寄与することを目的に運営する。

【事業内容】
　適正な会館運営に努め，特攻の史実を理解していただくために語り部の講話や小学校・
中学校・高校等の平和学習の場としての教育旅行誘致を行う。

【主な経費の内訳】
　需用費：建物維持管理経費，会館説明パンフレット等の印刷物発行
　役務費：誘致活動にかかる広告掲出料
　委託料：館の管理運営にかかる各種業務委託料
　工事請負費：建物本館の空調機熱源設備改修工事

国県支出金 地方債 その他
11,525 0 0 11,525 0

【事業目的】
　知覧特攻平和会館が収蔵する資料群を半永久的に保存し，世界恒久の平和に寄与するこ
とを目的として，長期的な視野で「世界の記憶」を推進する。

【事業内容】
　資料保存及び修理に係る経費，保存環境調査に係る経費，資料調査に係る経費，研究紀
要発行に係る経費，企画展や情報発信，知覧戦跡等モデルコース研修会の開催に係る経費

【主な経費の内訳】
　旅費：展示学会講座，類似資料館調査，文化財保存修復学会に係る旅費
　需用費：企画展チラシ・ポスター，研究紀要等の印刷製本費
　役務費：チラシ・ポスター，紀要等の郵送料
　委託料：保存環境調査，保存状態調査，紙資料の修理，米国国立公文書館等資料調査収
　　　　集等の業務委託に係る経費

款 02: 総務費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 12: 平和会館管理費

款 02: 総務費
事業名

03: 世界の記憶推進費
01: 世界の記憶推進費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 12: 平和会館管理費

管理係

世界の記憶推進係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,347 0 0 4,347 0

【事業目的】
　知覧特攻平和会館に展示している四式戦闘機「疾風」は，南九州市指定文化財に指定さ
れている貴重な歴史資料である。世界で１機しか現存しないこの機体を適切に保存し，産
業遺産，航空遺産，歴史遺産としての価値を広く発信していく。

【事業内容】
　機体の状態調査及び適正保存に向けた調査を，専門家を招いて実施する。また，県・国
の文化財指定に向けて，詳細な測量を行い実測図を作成する。

【主な経費の内訳】
　報償費：調査に係る専門家招聘時の報償費
　委託料：四式戦闘機「疾風」実測作成業務委託

国県支出金 地方債 その他
57,289 0 0 0 57,289

【事業目的】
　公民館運営に要する一般経費

【事業内容】
　地区公民館の運営に要する経費

【主な経費の内訳】
　会計年度任用職員報酬：書記20人，公民館指導員１人の報酬
　職員手当等：書記20人，公民館指導員１人の期末手当
　共済費：会計年度任用職員の労働保険料
　委託料：地区公民館長事務委託料
　負担金，補助及び交付金：県公民館連絡協議会負担金，地区公民館活動補助金等

目 13: 公民館費
予算額

特定財源
一般財源

公民館係

款 02: 総務費
事業名

04: 四式戦闘機「疾風」状態調査事業費
01: 四式戦闘機「疾風」状態調査事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 12: 平和会館管理費

世界の記憶推進係

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 総務管理費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
23,680 0 0 1,883 21,797

【事業目的】
　地区公民館の適正な維持管理を図る。

【事業内容】
　地区公民館の維持管理に要する経費で，需用費，委託料，使用料及び賃借料

【主な経費の内訳】
　需用費：消耗品費，光熱水費，一般修繕料，施設維持補修修繕料等
　役務費：電話料，浄化槽・消防設備法令検査手数料等
　委託料：浄化槽保守点検，清掃業務，電気設備保安業務，剪定業務，フリーWi-Fiス　
　　　　ポット設置業務，郡地区公民館改修工事実施設計業務等
　使用料及び賃借料：複写機・事務用パソコンリース料等
　負担金，補助及び交付金：防火管理者研修会負担金

国県支出金 地方債 その他
14,346 0 0 892 13,454

【事業目的】
　ひまわり館の適正な維持管理を図る。

【事業内容】
　ひまわり館の適正な維持管理に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕料等
　役務費：通信運搬費，浄化槽・消防設備法定点検料等
　委託料：清掃業務，日祝日・夜間等の施設管理業務委託，ひまわり館管理業務（月～土
　　　　曜）等
　使用料及び賃借料：複合機借上げ料等　
　負担金，補助及び交付金：防火管理者研修会負担金

款 02: 総務費
事業名

02: 公民館管理運営費
01: 地区公民館管理運営費

項 01: 総務管理費

目 13: 公民館費
予算額

特定財源
一般財源

公民館係

款 02: 総務費
事業名

02: 公民館管理運営費
02: ひまわり館管理費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 13: 公民館費

公民館係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,373 0 0 930 1,443

【事業目的】
　公民館講座等を開設し，生涯学習の推進を図る。
　
【事業内容】
　公民館講座や高齢者学級などの開設に要する経費

【主な経費の内容】
　報償費：公民館講座・高齢者学級等の講師謝金
　需用費：講座等消耗品費
　　　　　公民館講座案内リーフレットの印刷製本費

国県支出金 地方債 その他
878 0 0 550 328

【事業目的】
　私債権等の収納対策に要する経費

【事業内容】
　私債権担当課から引き継いだ私債権等の滞納者に対し，滞納整理を行う。

【主な経費の内容】
　旅費：徴収事務研修　
　役務費：明渡し訴訟予納金
　委託料：弁護士着手金

款 02: 総務費
事業名

03: 公民館生涯学習推進事業費
01: 公民館生涯学習推進事業費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 13: 公民館費

公民館係

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 14: 債権管理費

収納対策係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
8,000 0 0 0 8,000

【事業目的】
　市税の過年度更正及び法人の決算等に伴う還付金及び還付加算金

【事業内容】
　市税の過年度更正及び法人の決算等に伴う還付金及び還付加算金

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：還付金及び還付加算金

国県支出金 地方債 その他
83 27 0 0 56

【事業目的】
　自衛官募集に係る一般経費

【事業内容】
　自衛隊法第97条に基づく自衛官募集に係る需用費，負担金

【主な経費の内訳】
　需用費：自衛官募集広告費，自衛官募集看板修理費
　負担金，補助及び交付金：県防衛協会負担金

消防係

目 15: 諸費

款 02: 総務費
事業名

01: 市民税等過誤納還付金
01: 市民税等過誤納還付金

項 01: 総務管理費

目 15: 諸費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

02: 自衛官募集費
01: 自衛官募集費

市民税係

項 01: 総務管理費

予算額
特定財源

一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
17,588 12,128 0 12 5,448

【事業目的】
　市税（固定資産税除く）の賦課徴収に係る一般経費

【事業内容】
　賦課資料整理事務会計年度任用職員報酬，納税通知書・納付書等の印刷経費及びその他
の賦課徴収に要する経費

【主な経費の内訳】
　委託料：給与支払報告書課税データの電算入力業務委託
　　　　　eLTax共通納税税目拡大に伴う対応業務委託
　使用料及び賃借料：eLTax（年金特徴・国税連携・共通納税）利用料
　　　　　　　　　　申告受付支援システム賃借料，ドライシーラー賃借料
　負担金，補助及び交付金：市長会軽自動車税特別会計負担金，地方税共同機構負担金

国県支出金 地方債 その他
383 0 0 0 383

【事業目的】
　市税の収納・督促に要する一般経費

【事業内容】
　督促納付書及び発送用封筒の印刷等に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：督促用納付書及び窓空封筒の印刷等
　負担金，補助及び交付金：川辺地区租税教育推進協議会負担金

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
01: 市民税関係費

項 02: 徴税費

目 02: 賦課徴収費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 賦課徴収費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
02: 納税管理関係費

項 02: 徴税費

市民税係

市民税係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
9,876 0 0 0 9,876

【事業目的】
　固定資産税の賦課・徴収に要する経費

【事業内容】
　事務用書籍，納付書等の印刷，家屋評価システム保守・リース料，
　家屋異動調査員委託等

【主な経費の内訳】
　委託料：新築家屋等調査業務委託
　使用料及び賃借料：家屋評価システムリース料

国県支出金 地方債 その他
11,175 0 0 100 11,075

【事業目的】
　自主財源の確保と納税の公平性を保つため，市税等の滞納者に対して滞納整理を行う。

【事業内容】
　滞納者宅等への税事務相談員による臨戸訪問，納税相談や徴収計画，催告書の発送と
債権等の財産調査，差押や捜索による滞納処分及び滞納処分の執行停止に係る経費

【主な経費の内訳】
　税事務相談員報酬等，研修会旅費及び負担金，システムリース，システム保守業務委託
及び地方税統一ＱＲコード対応システム改修委託など

固定資産税係

目 02: 賦課徴収費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
03: 固定資産税関係費

項 02: 徴税費

収納対策係

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
04: 収納対策関係費

項 02: 徴税費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 賦課徴収費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
16,718 0 0 0 16,718

【事業目的】
　令和６年度固定資産税の評価替えに伴う時点修正（路線価・率）

【事業内容】
　評価替えに伴う更新見直し作業等

【主な経費の内訳】
　委託料：時点修正率算定業務委託，時点修正路線価検証業務委託
　　　　　宅地評価更新事業委託

国県支出金 地方債 その他
5,372 0 0 0 5,372

【事業目的】
　地籍成果の管理に要する経費

【事業内容】
　地籍管理システム運用のための管理費と地籍修正に係る測量図作成委託費

【主な経費の内訳】
　委託料：地籍調査錯誤に係る地積測量図作成委託料　他
　使用料及び賃借料：地籍管理システム利用料

目 02: 賦課徴収費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

02: 固定資産税システム整備事業費
01: 固定資産税システム整備事業費

項 02: 徴税費

目 03: 地籍関係費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 02: 徴税費

固定資産税係

固定資産税係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
42,736 22,820 0 19,916 0

【事業目的】
　住民記録や戸籍等を整備することにより，住民が円滑な社会活動を行えるようにする。

【事業内容】
　異動届書による住民票の整備・発行及び戸籍届書による戸籍記載と証明書の発行，マイ
ナンバーカードの交付事務，旅券事務など

【主な経費の内訳】
　委託料：戸籍システム・ブックレス保守料
　　　　　戸籍情報システム改修業務委託
　使用料及び賃借料：戸籍システム・ブックレスソフト使用権許諾料
　　　　　　　　　　戸籍システムリプレイス　リース料
　　　　　　　　　　事前申請・申請書作成支援システム　リース料

国県支出金 地方債 その他
579 1 0 0 578

【事業目的】
　公職選挙法等関係法令に基づき，公正で適切な選挙の管理執行を行う。

【事業内容】
　選挙管理委員報酬及び各種協議会負担金など，委員会運営に要する一般事務経費

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：
　　　全国市区選挙管理委員会連合会負担金，九州都市選挙管理委員会連合会負担金，
　　　県各市選挙管理委員会連合会負担金，県選挙管理員会連合会負担金

款 02: 総務費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 03: 戸籍住民基本台帳費

市民係

目 01: 戸籍住民基本台帳費
予算額

特定財源
一般財源

選挙係

目 01: 選挙管理総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

01: 選挙管理委員会費
01: 選挙管理委員会費

項 04: 選挙費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
202 0 0 0 202

【事業目的】
　有権者の政治・選挙への意識を高め，選挙違反のない公正な選挙の実現を図る。

【事業内容】
　明るい選挙推進協議会指導者研修会への参加，選挙の出前授業，啓発広報紙購入等に
要する経費

【主な経費の内訳】
　報酬，報償費，費用弁償及び選挙啓発広報紙「しろばら」購入費

国県支出金 地方債 その他
24,673 20,040 0 0 4,633

【事業目的】
　令和４年７月25日任期満了の参議院議員通常選挙執行に要する経費

【事業内容】
　選挙管理委員・投開票管理者・立会人・会計年度任用職員報酬，投票所入場券郵便
料，投開票事務従事者時間外勤務手当，ポスター掲示場設置等委託，選挙事務用品購
入等の選挙執行に要する経費

【主な経費の内訳】
　上記事業内容と同じ

選挙係

目 01: 選挙管理総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名

03: 選挙啓発費
01: 選挙啓発費

項 04: 選挙費

選挙係

款 02: 総務費
事業名

01: 参議院議員通常選挙費
01: 参議院議員通常選挙費

項 04: 選挙費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 参議院議員通常選挙費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,599 3,833 0 0 1,766

【事業目的】
　令和５年４月29日任期満了の鹿児島県議会議員選挙執行に要する経費

【事業内容】
　選挙管理委員・選挙長・会計年度任用職員報酬，投票所入場券郵便料，選挙準備時
間外勤務手当，ポスター掲示場設置等委託，選挙事務用品購入等の選挙執行に要する
経費

【主な経費の内訳】
　上記事業内容と同じ

国県支出金 地方債 その他
101 22 0 0 79

【事業目的】
　統計業務に係る一般経費

【事業内容】
　「統計南九州」の製本経費，県統計協会負担金等

【主な経費の内訳】
　委託料：市町村民所得推計事務委託金

選挙係

款 02: 総務費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 05: 統計調査費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 統計調査総務費

款 02: 総務費
事業名

01: 鹿児島県議会議員選挙費
01: 鹿児島県議会議員選挙費

項 04: 選挙費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 鹿児島県議会議員選挙費

広報統計係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
14 14 0 0 0

【事業目的】
　学校に関する基本的事項を調査し，学校教育行政上の基礎資料を得る。

【事業内容】
　教職員数，在学者数及び学校施設等の状況調査（毎年調査，基準日：５月１日）

【主な経費の内訳】
　役務費：調査事務用電話料

国県支出金 地方債 その他
6 6 0 0 0

【事業目的】
　調査区を管理し，必要な修正を行うことにより，事業所等を対象とする各種統計調査
実施の基礎資料とする。

【事業内容】
　調査区修正要件により，管理・修正する。

【主な経費の内訳】
　役務費：調査事務用郵送料及び電話料

01: 経済センサス費
01: 経済センサス費（調査区管理）

項 05: 統計調査費

款 02: 総務費
事業名

01: 学校基本調査費
01: 学校基本調査費

項 05: 統計調査費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 学校基本調査費

広報統計係

広報統計係

目 04: 経済センサス費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 総務費
事業名
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
901 899 0 0 2

【事業目的】
　就業の実態を調査し，就業構造に関する基礎資料とする。

【事業内容】
　調査世帯の15歳以上について，就業内容等を調査する。

【主な経費の内訳】
　報酬：指導員及び調査員報酬
　

国県支出金 地方債 その他
533 533 0 0 0

【事業目的】
　令和５年度の住宅・土地統計調査の実施にあたり，単位区ごとの調査区域を明確にする。

【事業内容】
　調査区内の居住に関する建物の実態調査（単位区管理）。

【主な経費の内訳】
　報酬：指導員報酬

款 02: 総務費
事業名

01: 就業構造基本調査費
01: 就業構造基本調査費

項 05: 統計調査費
予算額

特定財源
一般財源

目 08: 就業構造基本調査費

広報統計係

款 02: 総務費
事業名

01: 住宅・土地統計調査費
01: 住宅・土地統計調査費

項 05: 統計調査費
予算額

特定財源
一般財源

目 09: 住宅・土地統計調査費

広報統計係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,142 0 0 0 2,142

【事業目的】
　監査委員（２名）の活動経費

【事業内容】
　監査委員報酬，費用弁償及び研修会負担金

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：
　　西日本都市監査事務研修会出席者負担金，九州各市監査委員会定期総会出席負担金

国県支出金 地方債 その他
625 0 0 0 625

【事業目的】
　監査事務に要する事務局経費

【事業内容】
　監査事務研修等旅費，消耗品費及び各種協議会負担金等

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：
　　西日本都市監査事務研修会出席者負担金，九州各市監査委員会定期総会出席負担金
　　全国都市監査委員会負担金，西日本都市監査事務研修会会員都市分担金
　　九州各市監査委員会負担金，鹿児島県各市監査委員会負担金

款 02: 総務費
事業名

01: 監査委員費
01: 監査委員費

項 06: 監査委員費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 監査委員費

監査係

款 02: 総務費
事業名

03: 一般経費
01: 一般経費

項 06: 監査委員費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 監査委員費

監査係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
54,735 2 0 0 54,733

【事業目的】
　社会福祉一般に要する経費

【事業内容】
　研修会出席旅費，公用車維持管理費，補助金，社会福法人指導監査及び地域社会福祉計
画策定等に要する経費

【主な経費の内訳】
　委託料：社会福祉法人指導監査コンサルティング業務委託
　　　　　第２次地域福祉計画（Ⅱ期：R5-R9）策定業務委託料
　　　　　縁故不明死亡者の葬儀委託料
　負担金，補助及び交付金：社会福祉協議会補助金，保護司会補助金，民生委員児童委員
　　　　　　　　　　　　協議会補助金

国県支出金 地方債 その他
124 21 0 0 103

【事業目的】
　民生委員児童委員の途中退任（死亡・病気等）に伴う推薦会開催経費

【事業内容】
　民生委員推薦会委員14人中12人分の報酬及び費用弁償

【主な経費の内容】
　報酬：民生委員推薦会委員報酬

款 03: 民生費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 社会福祉総務費

社会福祉係

款 03: 民生費
事業名

03: 民生委員推薦会費
01: 民生委員推薦会費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 社会福祉総務費

社会福祉係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
400 0 0 0 400

【事業目的】
　市戦没者追悼式を開催する経費及び県戦没者追悼式に参加する経費

【事業内容】
　式典に伴う献花用の花等の消耗品費，祭壇設置委託料等と県戦没者追悼式参加のための
バス借上料

【主な経費の内訳】
　委託料：市戦没者追悼式祭壇設置委託
　使用料及び賃借料：県戦没者追悼式時バス借上料

国県支出金 地方債 その他
207 0 0 206 1

【事業目的】
　行旅病人の救護費用及び行旅死亡人の取扱いに係る経費

【事業内容】
 　行旅病人：病院等の手配など

　行旅死亡人：遺体の引き取り，遺体の埋葬・火葬，告示・公示

【主な経費の内訳】
　扶助費：行旅病人の救護費用及び行旅死亡人の取扱い（遺体の引き取り，遺体の埋葬・
　　　　火葬等）に係る経費

款 03: 民生費
事業名

04: 戦没者追悼式関係費
01: 戦没者追悼式関係費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 社会福祉総務費

社会福祉係

款 03: 民生費
事業名

05: 行旅病人及び死亡人取扱費
01: 行旅病人及び死亡人取扱費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 社会福祉総務費

生活支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
547 547 0 0 0

【事業目的】
　国民年金事務により，健全な生活の維持・向上に寄与する。

【事業内容】
　加入手続き，給付請求，免除申請に関する事務や，年金事務所が行う事務への協力・連
携に関する事務

【主な経費の内訳】
　需用費：プリンタートナー等消耗品

国県支出金 地方債 その他
80,479 0 0 0 80,479

【事業目的】
　保養・休憩を提供することにより市民の健康増進と福祉の向上に努める。

【事業内容】
　４温泉センターの施設管理に伴う委託料及び修繕料等

【主な経費の内訳】
　需用費：施設修繕料　
　委託料：４温泉施設の指定管理料
　　　　　ふれあいセンターわくわく川辺建築設備定期報告書作成業務
　工事請負費：えい中央温泉センター屋根改修工事
　

款 03: 民生費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 国民年金事務費

市民係

款 03: 民生費
事業名

01: 温泉センター管理費
01: 温泉センター管理費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 温泉施設費

社会福祉係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
837 0 0 0 837

【事業目的】
　被災者への見舞金の支給及び避難支援システムの整備により，市民の福祉の向上と生活
の安定に寄与する。

【事業内容】
　南九州市単独災害弔慰金及び見舞金の支給に要する経費及び避難支援システム保守に係
る経費

【主な経費の内訳】
　委託料：災害時避難行動要配慮者避難支援システム保守委託
　扶助費：災害弔慰金及び災害見舞金

国県支出金 地方債 その他
1,947 0 0 165 1,782

【事業目的】
　障害者福祉の他の事業に属さない一般経費

【事業内容】
　地域自立支援協議会の開催，障害者相談員の設置，心身障害者扶養共済制度の実施，各
種障害者関係団体の運営補助等の一般経費

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：心身障害者扶養共済制度負担金
　　　　　　　　　　　　　鹿児島県身体障害者相談員協議会負担金
　　　　　　　　　　　　　全国手話言語市区長会負担金
　　　　　　　　　　　　　身体障害者協会補助金
　　　　　　　　　　　　　手をつなぐ育成会補助金

款 03: 民生費
事業名

01: 災害救助費
01: 災害救助費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 災害救助費

社会福祉係

款 03: 民生費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 障害者福祉費

障害福祉係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
120,304 58,111 0 0 62,193

【事業の目的】
　重度心身障害者の医療に要した費用のうち，自己負担分を助成し，健康の保持増進を図
る。

【事業内容】
　重度心身障害者の医療費助成に係る扶助費等
（身体障害者手帳１・２級，同３級かつ療育手帳Ｂ１，療育手帳Ａ１・Ａ２所持者）

【主な経費の内訳】
　委託料：重度心身障害者医療費助成金データ処理業務委託

国県支出金 地方債 その他
35,806 14,795 0 0 21,011

【事業目的】
　障害者等の地域での自立した日常生活又は社会生活を営むために効果的な事業を実施し
福祉の増進を図る。

【事業内容】
　障害者等の相談対応，地域活動支援センター，手話通訳，日常生活用具給付等に係る委
託料等

【主な経費の内訳】
　委託料：意思疎通支援事業，日中一時支援事業，障害者相談支援事業，地域活動支援セ
　　　　ンターⅠ型事業，地域活動支援センターⅡ型事業，訪問入浴サービス事業，手話
　　　　奉仕員養成研修事業等

項 01: 社会福祉費

目 05: 障害者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

03: 障害者地域生活支援事業費
01: 障害者地域生活支援事業費

項 01: 社会福祉費

障害福祉係

障害福祉係

目 05: 障害者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

02: 重度心身障害者医療費助成事業費
01: 重度心身障害者医療費助成事業費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,590,388 1,188,433 0 0 401,955

【事業目的】
　障害者総合支援法等に基づき，障害者等が必要とするサービスの利用等の支援を行う。

【事業内容】
　個々の障害支援の度合いを勘案した居宅介護や施設入所等の介護給付事業，自立訓練や
就労移行支援等の訓練等給付事業，障害児通所給付事業及び補装具に係る扶助費等

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：指宿市子ども発達支援センターさつき園運営負担金
　　　　　　　　　　　　　（児童発達支援事業）

国県支出金 地方債 その他
3,513 0 0 0 3,513

【事業目的】
　障害者総合支援法に基づき，介護給付費申請者に対し，障害支援区分の認定を行う。

【事業内容】
　障害支援区分認定に係る訪問調査や審査会運営等に係る経費

【主な経費の内訳】
　委託料：障害支援区分認定訪問調査委託料

目 05: 障害者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

05: 障害支援区分認定等事務費
01: 障害支援区分認定等事務費

項 01: 社会福祉費

款 03: 民生費
事業名

04: 障害者自立支援給付事業費
01: 障害者自立支援給付事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 障害者福祉費

障害福祉係

障害福祉係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
231 115 0 0 116

【事業目的】
　障害者虐待防止等に関する法律に基づく各種対策を講じ，障害者虐待の未然防止や支援
等を図る。

【事業内容】
　関係機関等による連携協力体制の整備や，一時保護のための居室確保等に係る経費

【主な経費の内訳】
　委託料：家庭訪問委託料，一時保護居室確保委託料

国県支出金 地方債 その他
43,599 32,602 0 0 10,997

【事業目的】
　障害者総合支援法に基づき，身体障害者や身体に障害のある児童又は現存する疾患を放
置すれば将来障害を残すと認められる児童の障害の除去あるいは軽減に必要な医療費の負
担軽減により，福祉の増進を図る。

【事業内容】
　自立支援医療費（更生医療，育成医療，療養介護医療）の給付に係る経費

【主な経費の内訳】
　扶助費：自立支援医療費

障害福祉係

06: 障害者虐待防止対策支援事業費
01: 障害者虐待防止対策支援事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 障害者福祉費

目 05: 障害者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

07: 自立支援医療費給付事業費
01: 自立支援医療費給付事業費

項 01: 社会福祉費

款 03: 民生費
事業名

障害福祉係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
29,963 22,279 0 0 7,684

【事業目的】
　日常生活において常時特別の介護を必要とする重度障害者（児）に対して，精神的物質
的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより，福祉の向上を図る。

【事業内容】
　特別障害者手当等の支給及び事務経費

【主な経費の内訳】
　扶助費：特別障害者手当，障害児福祉手当，経過的福祉手当

国県支出金 地方債 その他
144 108 0 0 36

【事業目的】
　特に生計が困難な施設利用者の施設サービス費を軽減する。

【事業内容】
　社会福祉法人が特に生計が困難な施設利用者の施設サービス費を軽減する措置に対する
助成（県3/4，市1/4）

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：社会福祉法人利用者負担軽減負担金

款 03: 民生費
事業名

08: 特別障害者手当等給付事業費
01: 特別障害者手当等給付事業費

項 01: 社会福祉費

障害福祉係

目 05: 障害者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

01: 低所得利用者負担特別対策事業費
01: 低所得利用者負担特別対策事業費

項 01: 社会福祉費

介護保険係

目 06: 高齢者福祉費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
160 0 0 0 160

【事業目的】
　高齢者福祉係所管の他の事業に属さない一般経費

【事業内容】
　事務用消耗品，通知用封筒印刷及び公用車燃料等に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：公用車燃料

国県支出金 地方債 その他
9,314 0 0 9,230 84

【事業目的】
　長年にわたり社会のために貢献された高齢者の労苦をねぎらい，感謝の意を表するとと
もに長寿を祝福し，その家庭の平和と福祉の向上に寄与するため敬老祝金を支給する。

【事業内容】
　（祝金）88歳，95歳，101歳～107歳，109歳以上：10,000円
　（特別祝金）100歳，108歳到達者：100,000円

【主な経費の内訳】
　扶助費：祝金（敬老祝金・特別敬老祝金）

高齢者福祉係

目 06: 高齢者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 社会福祉費

高齢者福祉係

款 03: 民生費
事業名

03: 敬老事業費
01: 敬老事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 高齢者福祉費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
7,920 0 0 1,029 6,891

【事業目的】
　はり・きゅう等の施術を受けた者に対し施術料の一部を助成することにより，市民の健
康保持と福祉の増進に寄与する。

【事業内容】
　市内に住所を有する65歳以上の者に対し，１回につき800円，年間25回を限度として助
成する。

【主な経費の内訳】
　扶助費：施術料助成金

国県支出金 地方債 その他
2,000 0 0 2,000 0

【事業目的】
　在宅のねたきり高齢者又は重度の認知症高齢者を長期にわたって介護している者に
対し介護慰労金を支給し，介護者の労をねぎらうとともに，ねたきり高齢者等の福祉
の向上を図る。

【事業内容】
　要介護４以上の者を３か月以上介護している者に対し，月額8,000円を支給

【主な経費の内訳】
　扶助費：介護慰労金

款 03: 民生費

目 06: 高齢者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

事業名
04: はり，きゅう等施術料助成事業費
01: はり，きゅう等施術料助成事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 高齢者福祉費

高齢者福祉係

款 03: 民生費
事業名

05: 在宅高齢者介護慰労事業費
01: 在宅高齢者介護慰労事業費

項 01: 社会福祉費

高齢者福祉係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,923 0 0 3,923 0

【事業目的】
　在宅のねたきり高齢者又は重度認知症高齢者，若しくは重度心身障害者（児）が紙おむ
つ等を購入する際に引換券を交付することで，家族の経済的・精神的負担の軽減を図る。

【事業内容】
　要介護３以上の者に月1,800円を限度に支給

【主な経費の内訳】
　扶助費：介護用品支給費

国県支出金 地方債 その他
2,342 0 0 0 2,342

【事業目的】
　地域住民が主体となった見守りグループの組織化を図り，高齢者等の要援護者世帯を訪
問することにより，安心して暮らせる地域社会づくりを目指す。

【事業内容】
　在宅福祉アドバイザーへの活動謝礼等

【主な経費の内訳】
　報償費：アドバイザー活動謝礼等

予算額
特定財源

一般財源

款 03: 民生費
事業名

07: 地域見守りネットワーク支援事業費
01: 地域見守りネットワーク支援事業費

項 01: 社会福祉費

高齢者福祉係

目 06: 高齢者福祉費

款 03: 民生費
事業名

06: ねたきり高齢者等介護用品支給事業費
01: ねたきり高齢者等介護用品支給事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 高齢者福祉費

高齢者福祉係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
396 0 0 0 396

【事業目的】
　概ね65歳以上のひとり暮らしの高齢者で，重度心疾患を有する者等が，急病その他の救
助を必要とする事態に至ったとき，通報機器を利用して，消防指令センターへ連絡し必要
な措置を講じる。

【事業内容】
　緊急通報機器の給付

【主な経費の内訳】
　扶助費：緊急通報機器給付費

国県支出金 地方債 その他
6,560 2,644 0 0 3,916

【事業目的】
　地域の高齢者が自主的に組織するゴールドクラブ連合会及び地域老人クラブに対し，運
営費や活動費の一部を助成することで，組織の円滑な活動・運営と高齢者福祉の増進に資
するとともに，健やかで心豊かな長寿社会づくりの積極的な展開を図る。

【事業内容】
　ゴールドクラブ連合会及び地域老人クラブへの運営費補助

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：ゴールドクラブ連合会運営費補助金
　　　　　　　　　　　　　老人クラブ運営費補助金

款 03: 民生費
事業名

09: 老人クラブ関係費
01: 老人クラブ関係費

項 01: 社会福祉費

高齢者福祉係

目 06: 高齢者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

08: 緊急通報システム事業費
01: 緊急通報システム事業費

項 01: 社会福祉費

目 06: 高齢者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

高齢者福祉係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
13,665 0 0 0 13,665

【事業目的】
　高齢者に臨時的かつ短期的な仕事を組織的に提供することにより，就業機会の拡大を図
るとともに，長年の経験と能力や技術を活かした活力ある地域社会づくりに寄与する。

【事業内容】
　シルバー人材センターへの運営費補助

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：全国シルバー人材センター事業協会負担金
　　　　　　　　　　　　　シルバー人材センター運営補助金

国県支出金 地方債 その他
4,251 3,876 0 0 375

【事業目的】
　高齢者等を含む任意のグループによる近所の助け合い活動やボランティア活動などの互
助活動を促進することで，高齢者社会に対する地域づくりと地域活性化を図る。

【事業内容】
　65歳以上の高齢者や，若年，中年齢層，高年齢層など任意のグループが行う互助活動（
高齢者を支援する活動や地域活性化の活動，介護保険施設等における介護周辺業務などの
ボランティア活動，在宅高齢者等の生活支援に係るボランティア活動）等に対してポイン
トを付与し，蓄積されたポイントに応じて地域商品券を交付する。

【主な経費の内訳】
　報償費：グループ活動ポイント交換経費

目 06: 高齢者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

10: シルバー人材センター関係費
01: シルバー人材センター関係費

項 01: 社会福祉費

目 06: 高齢者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

11: 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業費
01: 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業費

項 01: 社会福祉費

高齢者福祉係

高齢者福祉係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
25,329 0 0 20,555 4,774

【事業目的】
　高齢者やその家族を支えていく中核機関としての地域包括支援センターを円滑に運営す
る。

【事業内容】
　介護支援専門員の報酬，研修会負担金，公用車に関する経費等

【主な経費の内訳】
　報酬：会計年度任用職員報酬
　需用費：公用車車検，一般修繕費
　備品購入費：公用車更新（１台）
　負担金，補助及び交付金：介護支援専門員研修会負担金，地域包括支援センター
　　　　　　　　　　　　職員研修会負担金，介護支援専門員協議会年会費等

国県支出金 地方債 その他
300,516 0 0 60,038 240,478

【事業目的】
　環境上の理由及び経済的理由により居宅での生活が困難な者を入所させ，社会的活動へ
の参加や自立した日常生活をおくることができるよう必要な支援等を行う。

【事業内容】
　被措置者に係る事務費，生活費及び入所判定委員会に係る経費

【主な経費の内訳】
　報償費：老人ホーム入所判定委員会委員出会謝礼
　扶助費：老人ホーム入所者措置費

款 03: 民生費
事業名

13: 老人福祉施設入所措置費
01: 老人福祉施設入所措置費

項 01: 社会福祉費

目 06: 高齢者福祉費
予算額

特定財源
一般財源

高齢者福祉係

介護予防支援係

款 03: 民生費
事業名

12: 地域包括支援センター運営事業費
01: 地域包括支援センター運営事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 高齢者福祉費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,755 0 0 0 1,755

【事業目的】
　３年を１期とする高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定のための基礎調査を行
う。

【事業内容】
　計画の基礎資料とするための，高齢者等実態調査を行う。
　　・実態調査委託料
　　・調査員報償費

国県支出金 地方債 その他
7,922 0 0 0 7,922

【事業目的】
　高齢者に対して各種相談に応じる場として，また，健康増進，教養の向上及びレクリェ
ーションのための便宜を総合的に供与する施設の維持管理を行う。

【事業内容】
　指定管理者（南九州市社会福祉協議会）による管理運営

【主な経費の内訳】
　需用費：施設に係る一般修繕
　　　　　知覧老人福祉センター空調機修繕
　委託料：指定管理料（頴娃老人福祉センター・知覧老人福祉センター）
　　　　　知覧老人福祉センター樹木剪定伐採（生垣他）

予算額
特定財源

一般財源

款 03: 民生費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 社会福祉費

款 03: 民生費
事業名

15: 高齢者等実態調査事業費
01: 高齢者等実態調査事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 高齢者福祉費

介護保険係

高齢者福祉係

目 07: 老人福祉センター管理運営費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,781 0 0 1,320 4,461

【事業目的】
　高齢などにより独立して生活することに不安のある者に対し，介護支援機能，居宅機能
及び交流機能を総合的に提供することで，高齢者が安心して健康で明るい生活が送られる
よう支援し，高齢者の福祉の増進を図る。

【事業内容】
　社会福祉法人大川福祉会へ運営委託

【主な経費の内訳】
　委託料：生活支援ハウス運営事業委託料

国県支出金 地方債 その他
108 0 0 0 108

【事業目的】
　介護保険事業計画の進行管理，地域包括支援センター及び地域密着型サービスの円
滑な運営を図る。

【事業内容】
　介護保険運営協議会の開催（委員12名，３回開催）

【主な経費の内訳】
　報償費：委員12名への出会謝礼

高齢者福祉係

目 08: 生活支援ハウス運営事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 社会福祉費

款 03: 民生費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 09: 介護保険事業費

介護保険係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
872,004 69,105 0 0 802,899

【事業目的】
　介護保険事業特別会計への市負担分の繰出を行い，介護保険事業を円滑に運営する。

【事業内容】
　介護保険事業特別会計繰出金

【主な経費の内訳】
　繰出金：介護給付費繰出金（介護給付費の12.5％）
　　　　　地域支援事業分（総合事業の12.5％，総合事業以外の事業の19.25％）
　　　　　その他事務費分（認定審査会事務負担金等）

国県支出金 地方債 その他
777,817 0 0 0 777,817

【事業目的】
　後期高齢者医療事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　療養給付費の市町村定率（1/12）負担及び共通経費を鹿児島県後期高齢者医療広域連合
へ負担金として支出する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金： 
　　共通経費負担金（運営関係）：  2,324,879円
　　共通経費（保険給付関係）  ： 13,817,303円
　　療養給付費定率負担分　　　：761,674,551円(1/12)(法第98条)

款 03: 民生費
事業名

03: 介護保険事業特別会計繰出金
01: 介護保険事業特別会計繰出金

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 09: 介護保険事業費

介護保険係

款 03: 民生費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 10: 後期高齢者医療費

保険係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
235,769 173,234 0 0 62,535

【事業目的】
　後期高齢者医療特別会計の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　低所得者の保険料軽減に係る保険基盤安定負担金等を後期高齢者医療特別会計へ繰り出
す。

【主な経費の内訳】
　繰出金：
　　保険基盤安定負担金繰出金： 230,979,200円
　　後期特会事務費繰出金    ：   4,789,000円

国県支出金 地方債 その他
480 0 0 343 137

【事業目的】
　後期高齢者の健康増進に資するため，人間ドック等の受診費用の一部助成を行う。

【事業内容】
　人間ドック等補助金交付要綱に基づき補助金を交付する。
　　補助限度額
　　　人間ドック（１日･２日）：8,000円
　　　ＰＥＴ／ＣＴドック　　 ：8,000円
　　　脳ドック　　　　　　　 ：5,000円

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：人間ドック等補助金
　　

目 10: 後期高齢者医療費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

02: 後期高齢者医療特別会計繰出金
01: 後期高齢者医療特別会計繰出金

項 01: 社会福祉費

一般財源

款 03: 民生費
事業名

04: 後期高齢者健康保持増進事業費
01: 後期高齢者健康保持増進事業費

項 01: 社会福祉費

保険係

保険係

目 10: 後期高齢者医療費
予算額

特定財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
11,554 0 0 9,647 1,907

【事業目的】
　生活習慣病対策・フレイル対策としての保健事業と介護予防を一体的に実施することで，
健康寿命の延伸を図る。

【事業内容】
　KDBシステム等のデータから，対象者を抽出し，疾病予防・重症化予防に係る訪問指導
等を実施する。また，地域サロン等において，健康教育・健康相談等を実施する。

【主な経費の内訳】
　報　酬：地域で活動する医療職への報酬
　需用費：健康教育等に使用するパンフレットや歯ブラシ等の物品
　役務費：重症化予防教室案内文書郵送料

国県支出金 地方債 その他
6,592 4,943 0 0 1,649

【事業目的】
　生活困窮者からの相談に包括的に対応するとともに，その自立に向けてアセスメントの
実施，プランの作成等の支援を行うほか地域の関係機関のネットワークづくりを行う。

【事業内容】
　生活で困っている方が生活保護に陥ることなく，早い段階で自立した生活に戻れるよう
に，専門性を有する支援員（主任相談支援員，相談支援員）が相談に応じ，その人の抱え
る様々な問題に対応した支援へとつなげていく。

【主な経費の内訳】
　委託料：南九州市社会福祉協議会への委託料

保険係

款 03: 民生費
事業名

01: 自立相談支援事業費
01: 自立相談支援事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

05: 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費
01: 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 10: 後期高齢者医療費

目 11: 生活困窮者自立支援事業費

生活支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
438 324 0 0 114

【事業目的】
　離職・廃業または，休業等に伴う収入の減少により，住居を失った方，又はそのおそれ
のある者に対し，住居確保給付金を支給することにより，安定した住居の確保と就労自立
を図る。

【事業内容】
　賃貸住宅の家賃額（上限額は住宅扶助特別基準額を原則３か月支給。ただし，一定の要
件を満たす場合３か月ごとに延長可能。（最長９か月まで）

【主な経費の内訳】
　扶助費：住居確保給付金の支給

国県支出金 地方債 その他
3,482 2,321 0 0 1,161

【事業目的】
　生活リズムが崩れているなど就労に向け準備が必要な方を対象として，一般就労の準備
として基礎能力の形成に向けて支援を行う。

【事業内容】
　対象者の様々な状態像に応じて，多様な支援メニューを組み合わせたプログラムを作成
する。プログラムにより，一般就労に向けて計画的かつ一貫した支援を実施。

【主な経費の内訳】
　委託料：南九州市社会福祉協議会への委託料

款 03: 民生費
事業名

02: 住居確保給付金事業費
01: 住居確保給付金事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 11: 生活困窮者自立支援事業費

生活支援係

款 03: 民生費
事業名

03: 就労準備支援事業費
01: 就労準備支援事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 11: 生活困窮者自立支援事業費

生活支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
86 56 0 0 30

【事業目的】
　家計収支の均衡が取れていないなど，家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ
相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生に向けて助言等を行う。

【事業内容】
　家計表やキャッシュフロー表を活用し，家計の再生に向けた具体的な支援内容を提案す
る。必要な支援へのつなぎなどを行う。

【主な経費の内訳】
　委託料：南九州市社会福祉協議会への委託料

国県支出金 地方債 その他
639 282 0 0 357

【事業目的】
　生活困窮世帯の子どもに対して，学習支援，生活習慣の取得支援等を行うことで，貧困
の連鎖を防止することを目的とする。

【事業内容】
　学校の勉強の復習，宿題の習慣づけ，学び直し
　日常生活習慣の形成，社会性の形成　
　子どもが安心して通える場所の提供　
　その他子どもの養育に必要と認められる支援

【主な経費の内訳】
　委託料：社会福祉法人そてつ会への委託料

目 11: 生活困窮者自立支援事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

04: 家計改善支援事業費
01: 家計改善支援事業費

項 01: 社会福祉費

特定財源
一般財源

目 11: 生活困窮者自立支援事業費
予算額

生活支援係

款 03: 民生費
事業名

05: 子どもの学習・生活支援事業費
01: 子どもの学習・生活支援事業費

項 01: 社会福祉費

生活支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
9,000 9,000 0 0 0

【事業目的】
　新型コロナウイルス感染症の長期化する影響により，緊急小口資金等の特例貸付が利用
できない世帯の就労による自立を図るため，新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支
援金を支給する経費を計上するもの（令和４年４月分以降支給分）

【事業内容】
　扶助費：新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
　　　　　　

国県支出金 地方債 その他
68,377 46,721 0 0 21,656

【事業目的】
　昼間保護者のいない家庭の小学生の健全育成を図るため，児童クラブ事業を実施する。

【事業内容】
　児童クラブを実施している保育所等に対して，国の基準に基づき事業費を補助する。
　実施予定施設：認可保育所６施設，認定こども園７施設，地区公民館２施設，ＮＰＯ法
　　　　　　　人１施設

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：放課後児童対策事業補助金

　

款 03: 民生費
事業名

06: 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費

01: 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費

項 01: 社会福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 11: 生活困窮者自立支援事業費

生活支援係

款 03: 民生費
事業名

02: 放課後児童対策事業費
01: 放課後児童対策事業費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 児童福祉総務費

子育て支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
473,586 399,763 0 0 73,823

【事業目的】 
　各家庭における児童の生活の安定及び児童の健全育成を図る。

【事業内容】
　15歳到達後の最初の３月31日までの間にある児童に児童手当を支給する。
　３歳未満児：月額15,000円，３歳以上小学校修了前児童：月額10,000円（３子目以降は
月額15,000円），中学生：月額10,000円，特例給付：月額5,000円

【主な経費の内訳】
　扶助費：児童手当
　

国県支出金 地方債 その他
147 0 0 0 147

【事業目的】
　子ども・子育て支援法に基づき，南九州市子ども・子育て会議を設置し，子ども・子育
て支援事業計画の策定及び評価を行い，もって本市の子育て環境の充実を図る。

【事業内容】
　南九州市子ども・子育て会議に要する経費等

【主な経費の内訳】
　報酬：子ども・子育て会議委員報酬

子育て支援係

目 01: 児童福祉総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

04: 一般経費
01: 児童福祉関係費

項 02: 児童福祉費

款 03: 民生費
事業名

03: 児童手当支給事業費
01: 児童手当支給事業費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 児童福祉総務費

子育て支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
150 100 0 0 50

【事業目的】
　生活保護世帯等の保護者が保育所等に対して払うべき費用等を助成する。

【事業内容】
　国の補助基準に基づき，教材費・行事費等の費用の一部を補助
　教材費・行事費等に関する補助　月額2,500円

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：実費徴収に係る補足給付事業補助金
　

国県支出金 地方債 その他
3,158 1,680 0 0 1,478

【事業目的】
　要保護児童等の諸問題に対処するため，関係機関との調整及び情報の共有化を図り，
相談・指導業務の充実を図る。

【事業内容】
　家庭相談員２名の配置に係る経費

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：県・市町家庭相談員連絡協議会負担金
　　　　　　　　　　　　　県下市町家庭相談員連絡協議会負担金

目 01: 児童福祉総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

05: 実費徴収に係る補足給付事業費
01: 実費徴収に係る補足給付事業費

項 02: 児童福祉費

款 03: 民生費
事業名

06: 家庭相談員活動事業費
01: 家庭相談員活動事業費

項 02: 児童福祉費

子育て支援係

子育て支援係

目 01: 児童福祉総務費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
42 0 0 0 42

【事業目的】
　児童虐待等による要保護児童の早期発見や適切な保護を行うために協議会を設置し関係
機関との連携を図ることで要保護児童等への適切な支援を図る。

【事業内容】
　南九州市要保護児童対策地域協議会，実務者会議，ケース会議の開催等

【主な経費の内訳】
　報償費：要保護児童対策地域協議会出会謝礼　

国県支出金 地方債 その他
97,677 34,000 0 63,677 0

【事業目的】
　地方創生推進交付金を活用し，川辺地域の第１児童館に子育て支援拠点施設を整備し，
併せてワーク・ライフ・バランスの実現と地域間の子育て拠点のネットワーク化を図り，
もって本市の子育て支援体制の強化を目指す。（令和３年度～令和５年度の３か年事業）

【事業内容】
　施設改修，プレイヤー募集，子育て人材バンクシステム構築，就労支援試行
（参考：１年目　事業計画策定，子育て支援拠点整備計画策定，事業検討会
　　　　３年目　子育て支援拠点施設開設，就労支援実施，産学官金連携事業実施）

【主な経費の内訳】
　委託料：子育てしやすいまちづくりプロジェクト事業業務委託
　工事請負費：第１児童館施設改修工事

子育て支援係

目 01: 児童福祉総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

07: 児童虐待防止事業費
01: 児童虐待防止事業費

項 02: 児童福祉費

目 01: 児童福祉総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

10: 子育てしやすいまちづくりプロジェクト事業費
01: 子育てしやすいまちづくりプロジェクト事業費

項 02: 児童福祉費

子育て支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
125 20 0 0 105

【事業目的】
　母子寡婦家庭の自立促進を援助し，明るい母子福祉の推進に努める。

【事業内容】
　南九州市母子寡婦福祉会への運営補助金

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：母子寡婦福祉会補助金

国県支出金 地方債 その他
9,654 0 0 0 9,654

【事業目的】
　子どもの健やかな成長を願い，祝金と記念品を支給する。

【事業内容】
　本市に住所を有する者の誕生に対して出産祝金及び記念品を支給する。

【主な経費の内訳】
　報償費：記念品　　伝統工芸品
　扶助費：出生祝金　１子につき　37,390円　　　　　　

款 03: 民生費
事業名

01: 一般経費
01: 社会福祉関係費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 母子父子福祉総務費

子育て支援係

款 03: 民生費
事業名

02: 出生祝金支給関係費
01: 出生祝金支給関係費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 母子父子福祉総務費

子育て支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
17,954 8,353 0 0 9,601

【事業目的】
　ひとり親家庭等の健康保持・増進及び経済的負担の軽減を図る。

【事業内容】
　医療機関等で支払った医療費等の自己負担額（保険適用分）について助成する。
　（※補助率：県1/2）

【主な経費の内訳】
　委託料：医療費助成業務効率化システムデータ処理委託料
　扶助費：ひとり親家族等医療費助成金

国県支出金 地方債 その他
135,919 45,279 0 0 90,640

【事業目的】
　母子・父子家庭等の家庭生活の安定と扶養される児童の福祉の増進を図る。

【事業内容】
　手当本体額(第１子)：43,070～10,160円，第２子加算額：10,170～5,090円，第３
子以降加算額：6,100～3,050円

【主な経費の内訳】
　扶助費：児童扶養手当

款 03: 民生費
事業名

03: ひとり親家庭等医療費助成事業費
01: ひとり親家庭等医療費助成事業費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 母子父子福祉総務費

子育て支援係

款 03: 民生費
事業名

04: 児童扶養手当関係費
01: 児童扶養手当関係費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 母子父子福祉総務費

子育て支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
13,001 500 0 10,823 1,678

【事業目的】
　保育所等に要する事務経費及び南九州市幼稚園及び保育所等連絡協議会を開催し保育環
境の支援を図る。

【事業内容】
　保育所等入退所事務，南九州市幼稚園及び保育所等連絡協議会に関する経費
　　
【主な経費の内訳】
　委託料：施設型給付費支援システム運用保守業務委託
　負担金，補助及び交付金：保育士等就職支援事業補助金

国県支出金 地方債 その他
59,748 41,096 0 0 18,652

【事業目的】
　就労形態の多様化に伴う延長保育や一時預かり事業，地域において子育て親子の交流を
促進する子育て支援拠点の設置を促進することにより，子育て支援機能の充実を図る。

【事業内容】
　延長保育や一時預かり，地域子育て支援センター，利用者支援事業を運営する保育所等
に対して補助を行う。

【主な経費の内訳】
　委託料：地域子育て支援センター運営事業，ファミリー・サポート・センター運営
　　　　事業，利用者支援事業運営事業
　

子育て支援係

目 03: 保育所関係費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

02: 子ども子育て支援事業費
01: 子ども子育て支援事業費

項 02: 児童福祉費

款 03: 民生費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 保育所関係費

子育て支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,490 0 0 0 3,490

【事業目的】
　障害児保育を推進し，障害児の福祉の向上を図る。

【事業内容】
　障害児を受け入れている保育所等の保育士加配に要する費用に補助を行い，安定した保
育を提供する。
　受入予定施設：認可保育所・認定こども園　８施設

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：障害児保育事業補助金

国県支出金 地方債 その他
1,578,588 1,153,070 0 30,592 394,926

【事業目的】
　保育の必要性に該当する児童等の入所措置を行い，児童の健全育成を図る。

【事業内容】
　市内及び市外の私立保育所（園）及び認定こども園へ運営費を支給
　対象施設：市内私立保育所９施設，認定こども園10施設　市外保育施設（広域入所）

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：私立保育所施設型給付費，認定こども園施設型給付費
　
　

子育て支援係

目 03: 保育所関係費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名

03: 障害児保育事業費
01: 障害児保育事業費

項 02: 児童福祉費

予算額
特定財源

一般財源

款 03: 民生費
事業名

04: 私立保育所等運営費
01: 私立保育所等運営費

項 02: 児童福祉費

目 03: 保育所関係費

子育て支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
118,811 100,851 17,900 0 60

【事業目的】
　保育所等整備交付金要綱に基づき，施設整備を希望する保育所等に補助を行う。

【事業内容】
　補助基準額に基づく施設整備に要する経費
　・こばとこども園（２か年２年目）

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：保育所等整備交付金

国県支出金 地方債 その他
44 0 0 0 44

【事業目的】
　児童館の円滑な運営を図るため運営委員会を設置する。

【事業内容】
　運営委員会の開催に関する経費

【主な経費の内訳】
　非常勤職員報酬：児童館運営委員会委員報酬

05: 保育所等整備交付金事業費
01: 保育所等整備交付金事業費

項 02: 児童福祉費

子育て支援係

子育て支援係

款 03: 民生費
事業名

01: 児童館運営委員会費
01: 児童館運営委員会費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 児童館管理費

目 03: 保育所関係費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 民生費
事業名
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6,230 1,772 0 974 3,484

【事業目的】
　概ね３歳以上の幼児及び昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る。

【事業内容】
　子どもに健全な環境を提供し，幼児育成事業，放課後児童健全育成事業を実施する。

【主な経費の内訳】
　委託料：浄化槽維持管理業務委託，剪定及び除草作業

国県支出金 地方債 その他
9,667 7,228 0 26 2,413

【事業目的】
　ＤＶ及び生活困窮等の理由により，配偶者のいない女性とその者の監護する児童を母子
生活支援施設に措置し社会的自立を促進する。

【事業内容】
　母子生活支援施設へ措置費を支給する。（※補助率：国1/2，県1/4）

【主な経費の内訳】
　扶助費：母子生活支援施設措置費

款 03: 民生費
事業名

02: 児童館費
01: 第１児童館費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 児童館管理費

子育て支援係

款 03: 民生費
事業名

01: 母子生活支援施設措置事業費
01: 母子生活支援施設措置事業費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 児童措置費

子育て支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
200 150 0 0 50

【事業目的】
　母子家庭の母又は父子家庭の父等の能力開発の取り組みを支援し，母子家庭等の自立促
進を図る。

【事業内容】
　職能研修講座等を受講した際における経費の60%相当額を支給(上限20万円。ただし，経
費が12千円を超えない場合は非該当)

【主な経費の内訳】
　扶助費：自立支援教育訓練給付金

国県支出金 地方債 その他
1,200 900 0 0 300

【事業目的】
　母子及び父子家庭の父母の就職に有利となる資格取得に対する取り組みを支援し，母子
及び父子家庭の自立促進を図る。

【事業内容】
　看護師，介護福祉士，理学療法士等の資格を取得するための経済的負担の軽減を図る。
（市町村民税課税世帯：70,500円/月，非課税世帯：100,000円/月）

【主な経費の内訳】
　扶助費：高等職業訓練促進給付金

款 03: 民生費
事業名

02: 自立支援教育訓練給付金事業費
01: 自立支援教育訓練給付金事業費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 児童措置費

子育て支援係

款 03: 民生費
事業名

03: 高等職業訓練促進給付金等事業費
01: 高等職業訓練促進給付金等事業費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 児童措置費

子育て支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
329 136 0 39 154

【事業目的】
　保護者の身体上の都合等により家庭において児童を養育することが一時的に困難になっ
た場合に児童福祉施設へ保護する。

【事業内容】
　保護者からの申請により，サービスを利用した際の委託料を支払う。

【主な経費の内訳】
　委託料：子育て短期支援事業利用に対する委託料

国県支出金 地方債 その他
5,881 453 0 0 5,428

【事業目的】
　生活保護業務の運営に係る経費

【事業内容】
　嘱託医経費２人分（内科医，精神科医），レセプト管理経費，生活保護システム保守費
用，パッケージシステム利用料等

【主な経費の内訳】
　需用費：公用車３台の修繕経費
　委託料：介護認定調査審査判定委託，生活保護システム委託，
　　　　　レセプト管理クラウドサービス提供委託，健康管理支援委託

生活支援係

款 03: 民生費
事業名

04: 子育て短期支援事業費
01: 子育て短期支援事業費

項 02: 児童福祉費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 児童措置費

子育て支援係

款 03: 民生費
事業名

02: 生活保護総務費
01: 生活保護総務費

項 03: 生活保護費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 生活保護総務費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,043 3,664 0 12 1,367

【事業目的】
　生活保護の適正な運営を確保するため，診療報酬明細書の点検強化等による医療扶助の
適正化を図る。また，生活保護面接相談員を配置して相談体制の整備を図る。

【事業内容】
　レセプト点検員及び生活保護面接相談員の経費，啓発書籍購入等

【主な経費の内訳】
　報酬　　：会計年度任用職員（レセプト点検員，面接相談員）の報酬
　職員手当：会計年度任用職員（レセプト点検員，面接相談員）の期末手当
　共済費　：会計年度任用職員（レセプト点検員，面接相談員）の共済費
　旅費　　：職員の研修旅費，会計年度任用職員の費用弁償

国県支出金 地方債 その他
471,113 362,141 0 1 108,971

【事業目的】
　生活困窮の程度に応じて必要な保護を行い，最低限度の生活を保障するとともに自立助
長を図ることを目的とする。

【事業内容】
　生活保護に係る扶助費
　①生活扶助　②住宅扶助　③教育扶助　④介護扶助　⑤医療扶助　⑥出産扶助
　⑦生業扶助　⑧葬祭扶助

【主な経費の内訳】
　生活保護に係る扶助費の支給
　①生活扶助　②住宅扶助　③教育扶助　④介護扶助　⑤医療扶助　⑥出産扶助
　⑦生業扶助　⑧葬祭扶助

款 03: 民生費
事業名

01: 生活保護適正実施事業費
01: 生活保護適正実施事業費

項 03: 生活保護費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 生活保護適正実施事業費

生活支援係

款 03: 民生費
事業名

01: 生活保護扶助費
01: 生活保護扶助費

項 03: 生活保護費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 生活保護扶助費

生活支援係

-78-



【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
57,302 0 0 0 57,302

【事業目的】
　一般会計から水道事業会計への繰出金

【事業内容】
　水道事業会計のうち対象となる簡易水道事業債の元利償還金の1/2及び児童手当に
充てる経費

国県支出金 地方債 その他
502,035 232,724 0 0 269,311

【事業目的】
　国民健康保険事業特別会計の円滑な財政運営に資するため，一般会計から基盤安定負担
金等の所要の額を繰り出す。

【事業内容】
　法定及び法定外分として算定された額を国民健康保険事業特別会計に繰り出す。

【主な経費の内訳】
　繰出金：保険基盤安定負担金（保険税軽減分）：203,900,970円
　　　　　保険基盤安定負担金（保険者支援分）：103,402,950円
　　　　　出産育児一時金分：9,800,000円，財政安定化支援事業分： 72,163,000円
　　　　　事務費繰出金： 14,771,000円，その他繰出金（法定外）：95,000,000円　
　　　　　未就学児均等割保険料繰出金　　： 2,996,975円

款 04: 衛生費
事業名

02: 水道事業会計繰出金
01: 水道事業会計繰出金

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 保健衛生総務費

業務係

款 04: 衛生費
事業名

02: 国民健康保険事業特別会計繰出金
01: 国民健康保険事業特別会計繰出金

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 国民健康保険事業費

保険係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
12,371 188 0 0 12,183

【事業目的】
　保健事業全体に係る一般経費

【事業内容】
　会計年度任用職員の報酬等，事業負担金，食生活改善推進員連絡協議会補助金などを支
出する。

【主な経費の内訳】
　報酬等：主任訪問看護師・保健指導員５名，歯科衛生士１名の雇用に要する経費
　負担金，補助及び交付金：地域医療支援講座負担金
　　　　　　　　　　　　　地域医療支援負担金
　　　　　　　　　　　　　南九州市食生活改善推進員連絡協議会補助金

国県支出金 地方債 その他
86,692 2,289 0 68,668 15,735

【事業目的】
　市民を感染症から守り，健康の維持を図る。

【事業内容】
　予防接種法に基づき，乳幼児から高齢者までを対象に予防接種を行う。

【主な経費の内訳】
　委託料：・定期予防接種（Ｂ型肝炎，Ｈｉｂ，小児肺炎球菌，四種混合，二種混合，
　　　　　　結核，ＭＲ，水痘，日本脳炎，子宮頸がん，ロタ，
　　　　　　季節性インフルエンザ（高齢者），高齢者肺炎球菌）
　　　　　・任意予防接種（子どもインフルエンザ，おたふくかぜ）
　　　　　・風しんの追加的対策（抗体検査，予防接種）
　扶助費：風しんワクチン等予防接種助成金

款 04: 衛生費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 予防費

保健予防係

款 04: 衛生費
事業名

02: 予防接種関係費
01: 予防接種関係費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 予防費

保健予防係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,792 0 0 0 3,792

【事業目的】
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためにＰＣＲ検査費用の一部を助成することに
より，ＰＣＲ検査を受けやすい環境を整えるもの

【事業内容】
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止用にＰＣＲ検査の一部助成を行うもの

【主な経費の内訳】
　委託料：ＰＣＲ検査の一部助成

国県支出金 地方債 その他
88,660 88,660 0 0 0

【事業目的】
　市民に対し，新型コロナウイルスワクチンの接種をすることにより感染症の拡大を防止
する。

【事業内容】
　国が示した接種順位に基づき，医療機関においてワクチンの接種を行う。

【主な経費の内訳】
　報酬：コールセンター職員の報酬等
　役務費：接種に関するコールセンター関係の通信費
　　　　　通知文書等の郵送料
　　　　　国保連合会等に支払う手数料
　委託料：医療機関で実施する接種に要する委託料

款 04: 衛生費
事業名

03: 新型コロナウイルス感染症対策事業費
01: 新型コロナウイルス感染症対策事業費（保健予防係）

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 予防費

保健予防係

款 04: 衛生費
事業名

05: 新型コロナウイルスワクチン接種事業費
01: 新型コロナウイルスワクチン接種事業費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 予防費

保健予防係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
21,715 1,134 0 20,399 182

【事業目的】
　妊産婦の疾病や育児不安を早期に発見し治療・支援することで，新生児死亡，低体重児
出生又は産後うつ等を予防・早期発見し，妊産婦の健康保持を図る。

【事業内容】
　妊産婦健康診査，妊婦歯科健康診査を実施する。
　産後に支援が必要な母子に対してショートステイやデイケア，訪問型を活用した支援を
行う。

【主な経費の内訳】
　委託料：妊婦健康診査，妊婦歯科健康診査，産後ケア，産婦健康診査

国県支出金 地方債 その他
7,614 687 0 6,927 0

【事業目的】
　乳児・産婦健診等の各種健診の実施により，発育発達状況の確認，疾病の早期発見及び
育児不安の軽減や解消を図る。

【事業内容】
　乳産婦健診，その他乳児から就学前までの各種健診・歯科検診，新生児聴覚検査等を行
う。

【主な経費の内訳】
　委託料：３～４か月児精密健康診査，９～11か月児健康診査，
　　　　　１歳６か月児精密健康診査，３歳児精密健康診査，
　　　　　新生児聴覚検査（初回，確認検査）
　報償費：乳幼児健康診査，１歳６か月児健康診査等に従事する専門職の謝金

健康推進係

款 04: 衛生費
事業名

02: 乳幼児健康診査関係費
01: 乳幼児健康診査関係費

款 04: 衛生費
事業名

01: 妊産婦健康診査関係費
01: 妊産婦健康診査関係費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

健康推進係

-82-



【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,258 0 0 0 1,258

【事業目的】
　安心して子どもを育てられるように育児全般に関する支援を行う。

【事業内容】
　母子健診事後フォロー教室（乳児期，幼児期），発達相談会，７～８か月児育児相談等
を行う。

【主な経費の内訳】
　報償費：各種教室や育児相談時に従事する専門職への謝金

国県支出金 地方債 その他
2,134 0 0 2,134 0

【事業目的】
　不妊に悩む夫婦の経済的負担と精神的負担の軽減を図るため，特定不妊治療に要する費
用の一部を助成する。

【事業内容】
　特定不妊治療に要した費用の一部を助成する。

【主な経費の内訳】
　扶助費：特定不妊治療費助成金

款 04: 衛生費
事業名

03: すこやか子育て支援事業費
02: 特定不妊治療費助成事業費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

保健予防係

款 04: 衛生費
事業名

03: すこやか子育て支援事業費
01: すこやか子育て支援事業費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

健康推進係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,202 2,646 0 672 884

【事業目的】
　主治医が養育医療を必要と判断する未熟性が強い乳児に対し，医療費の給付を行う。

【事業内容】
　養育医療費の給付決定事務及び給付の手続きを行う。

【主な経費の内訳】
　扶助費：養育医療給付費

国県支出金 地方債 その他
837 154 0 0 683

【事業目的】
　母子保健推進員を設置し，地域における母子保健に関する諸問題の把握と母子保健サー
ビスの普及及び健やかな子育て支援を行う。

【事業内容】
　母子保健推進員の研修会の開催と活動の推進（健診の受診勧奨，子育て相談など）を行
う。

【主な経費の内訳】
　報償費：母子保健推進員活動謝金

款 04: 衛生費
事業名

03: すこやか子育て支援事業費
03: 養育医療給付事業費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

保健予防係

款 04: 衛生費
事業名

04: 母子保健推進員関係費
01: 母子保健推進員関係費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

健康推進係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
17,799 0 17,700 0 99

【事業目的】
　休日・夜間における初期救急医療及び入院・手術を要する重症救急患者の医療を確保す
る。

【事業内容】
　医師会が実施する在宅当番救急医療情報提供事業及び病院群輪番制病院運営事業の支援
等を行う。
　
【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：在宅当番救急医療情報提供事業負担金
　　　　　　　　　　　　　病院群輪番制病院運営事業負担金

国県支出金 地方債 その他
6,308 0 0 0 6,308

【事業目的】
　感染症法に基づく結核検診を実施する。

【事業内容】
　65歳以上の市民を対象とした胸部レントゲンデジタル撮影を行う。

【主な経費の内訳】
　委託料：結核レントゲン検診

款 04: 衛生費
事業名

05: 救急医療事業費
01: 救急医療事業費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

保健予防係

款 04: 衛生費
事業名

06: 検診事業費
01: 結核検診費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

保健予防係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
36,691 128 0 8,397 28,166

【事業目的】
　各種がん検診の実施により，疾病の早期発見・早期治療につなげる。

【事業内容】
　肺がん（喀痰検診を含む）・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診を行う。

【主な経費の内訳】
　委託料：各種がん等検診委託

国県支出金 地方債 その他
23,799 2,310 0 10,549 10,940

【事業目的】
　健康増進法に基づく各種保健事業を実施し，健康づくりに関する意識の向上を図り，生
活習慣病発症・重症化を予防するとともに，心の健康の保持増進を図る。

【事業内容】
　市民全体の健康の保持増進のため健康増進計画及び自殺対策計画の推進会議を開催し，
それに基づく健康教育・健康相談・訪問指導及び各種健（検）診等を行う。

【主な経費の内訳】
　報償費：保健推進員活動謝金，自殺対策関係専門職並びに計画推進会議委員謝金等
　委託料：骨粗しょう症検診委託，歯周病検診委託，肝炎ウィルス検査委託，
　　　　　長寿健診等委託
　負担金，補助及び交付金：かごしま口腔保健協会負担金

款 04: 衛生費
事業名

06: 検診事業費
02: 各種がん等検診費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

款 04: 衛生費
事業名

07: 健康増進事業費
01: 健康増進事業費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

保健予防係

健康推進係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
126,761 16,667 0 50,000 60,094

【事業目的】
　高校卒業までの子どもの保険診療による医療費を助成することにより，子どもの疾病の
早期発見，早期治療を促進する。

【事業内容】
　助成対象の子どもの医療費に係る保険診療分の負担額を全額助成

【主な経費の内訳】
　扶助費：子ども医療費助成金

国県支出金 地方債 その他
477 238 0 0 239

【事業目的】
　若年（40歳未満）の末期がん患者が，自宅で最期まで安心して日常生活を送れるように
支援し，患者及び家族の負担軽減を図る。

【事業内容】
　対象者が利用する介護サービスの利用料や福祉用具購入費等の助成を行う。
　
【主な経費の内訳】
　扶助費：若年末期がん患者療養支援事業助成金

款 04: 衛生費
事業名

09: 若年末期がん患者療養支援事業費
01: 若年末期がん患者療養支援事業費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

保健予防係

款 04: 衛生費
事業名

08: 子ども医療費助成事業費
01: 子ども医療費助成事業費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

子育て支援係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6,260 5,166 0 14 1,080

【事業目的】
　妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供する体制を構築することを目
的とする「子育て世代包括支援センター」の運営事業費

【事業内容】
　母子手帳交付時にリスク評価をし，関係機関との連携に必要な消耗品を支弁する。
　子育て世代包括支援センターの人件費等を支弁する。

【主な経費の内訳】
　報酬：子育て世代包括支援センター会計年度任用職員人件費
　報償費：助産師による新生児・乳児訪問指導謝金
　需用費：妊産婦健康診査受診票綴り，母子保健カード等

国県支出金 地方債 その他
2,167 0 0 60 2,107

【事業目的】
　市民の健康づくりを推進するため，保健サービスを総合的に行う拠点施設の維持管理を
行う。

【事業内容】
　頴娃保健センターの維持管理に係る経費

【主な経費の内訳】
　委託料：空調設備保守点検，浄化槽保守点検並びに清掃委託，日常清掃業務委託

款 04: 衛生費
事業名

01: 一般経費
01: 頴娃保健センター管理費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 保健センター管理費

保健予防係

款 04: 衛生費
事業名

11: 子育て世代包括支援センター事業費
01: 子育て世代包括支援センター事業費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 健康管理費

健康推進係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
7,402 0 0 91 7,311

【事業目的】
　市民の健康づくりを推進するため，保健サービスを総合的に行う拠点施設の維持管理を
行う。

【事業内容】
　知覧保健センターの維持管理に係る経費

【主な経費の内訳】
　需用費：診察室空調機修繕，公用車一般修繕
　委託料：日常清掃業務委託，電気保安業務委託，空調設備保守点検業務委託，
　　　　　機械警備業務委託等
　備品購入費：公用車更新（１台）
　負担金，補助及び交付金：防火管理者研修会負担金，安全運転管理者等講習会負担金

国県支出金 地方債 その他
4,372 0 0 175 4,197

【事業目的】
　市民の健康づくりを推進するため，保健サービスを総合的に行う拠点施設の維持管理を
行う。

【事業内容】
　川辺保健センターの維持管理に係る経費

【主な経費の内訳】
　委託料：日常清掃業務，施設管理業務，機械警備業務，浄化槽維持管理業務，
　　　　　自家用電気工作物保安管理業務，空調設備保守点検業務

款 04: 衛生費
事業名

01: 一般経費
02: 知覧保健センター管理費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 保健センター管理費

保健予防係

款 04: 衛生費
事業名

01: 一般経費
03: 川辺保健センター管理費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 保健センター管理費

保健予防係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
27,904 0 0 6,226 21,678

【事業目的】
　火葬場の適正な管理運営を図る。

【事業内容】
　頴娃浄楽苑及び川辺火葬場の管理運営に係る経費

【主な経費の内訳】
　需用費：電気料，灯油代，川辺火葬場火葬設備等修繕
　委託料：管理業務委託料，火葬炉設備保守点検委託料等

国県支出金 地方債 その他
52 0 0 52 0

【事業目的】
　狂犬病の発生予防を図る。

【事業内容】
　犬の登録申請受付，鑑札の交付，狂犬病予防注射の実施

【主な経費の内訳】
　需用費：注射済票，犬の標識シール

目 06: 火葬場管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 04: 衛生費
事業名

01: 火葬場管理費
01: 火葬場管理費

項 01: 保健衛生費

生活衛生係

款 04: 衛生費
事業名

01: 狂犬病対策事業費
01: 狂犬病対策事業費

項 01: 保健衛生費

生活衛生係

目 07: 環境衛生費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,795 20 0 0 1,775

【事業目的】
　衛生的な生活環境を確保する。

【事業内容】
　生ごみ処理機等購入費の補助を行う。

【主な経費の内訳】
　備品購入費：公用車の新規購入
　負担金，補助及び交付金：生ごみ処理機等購入補助金

国県支出金 地方債 その他
16,740 0 0 0 16,740

【事業目的】
　ヤンバルトサカヤスデ発生地区住民の不快感の軽減を図る。

【事業内容】
　ヤンバルトサカヤスデ家屋侵入防止薬剤購入費の助成を行う。

【主な経費の内訳】
　需用費：ヤンバルトサカヤスデ家屋侵入防止薬剤購入費

目 07: 環境衛生費
予算額

特定財源
一般財源

款 04: 衛生費
事業名

03: 不快害虫対策費
01: 不快害虫対策費

項 01: 保健衛生費

生活衛生係

生活衛生係

目 07: 環境衛生費
予算額

特定財源
一般財源

款 04: 衛生費
事業名

02: 生活環境衛生費
01: 生活環境衛生費

項 01: 保健衛生費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
266 0 0 200 66

【事業目的】
　知覧墓地公園の適正な管理運営を図る。

【事業内容】
　知覧墓地公園の管理運営に係る経費

【主な経費の内訳】
　委託料：草刈作業業務委託

国県支出金 地方債 その他
822 431 0 0 391

【事業目的】
　絶滅危惧種に指定されているウミガメの保護を図る。

【事業内容】
　ウミガメ保護監視業務委託に係る経費

【主な経費の内訳】
　委託料：ウミガメ保護監視業務委託

目 07: 環境衛生費
予算額

特定財源
一般財源

款 04: 衛生費
事業名

04: 知覧墓地公園管理費
01: 知覧墓地公園管理費

項 01: 保健衛生費

生活衛生係

環境保全係

款 04: 衛生費
事業名

05: ウミガメ保護監視員設置事業費
01: ウミガメ保護監視員設置事業費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 07: 環境衛生費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
11,210 0 0 0 11,210

【事業目的】
　公共用水域の水質汚濁などの公害防止に努め，環境の保全を図る。
　南九州市ゼロカーボンシティ宣言を踏まえ，2050年までの脱炭素化を見据えた再エネ導
入目標等を調査・分析し，ゼロカーボンシティの実現に向けた計画を策定する。

【事業内容】
　水質などの検査及び分析委託業務を行う。
　南九州市地域再エネ導入戦略の計画を策定する際に必要な調査や分析業務等を行う。

【主な経費の内訳】
　環境保全審議会報酬，公害苦情時の検査手数料
　委託料：河川海域湖沼水質分析検査委託料，市地域再エネ導入戦略策定業務委託料
　負担金，補助及び交付金：池田湖水質保全対策協議会負担金

国県支出金 地方債 その他
669,186 0 264,900 30 404,256

【事業目的】
　一般廃棄物を適正に処理し衛生的な生活環境を確保する。

【事業内容】
　一部事務組合において一般廃棄物を適正に処理する経費

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：指宿広域市町村圏組合，南薩地区衛生管理組合への一部事務
　　　　　　　　　　　　組合負担金

款 04: 衛生費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 02: 清掃費

環境保全係

生活衛生係

款 04: 衛生費
事業名

06: 環境保全公害対策費
01: 環境保全公害対策費

項 01: 保健衛生費
予算額

特定財源
一般財源

目 07: 環境衛生費

目 01: 清掃総務費
予算額

特定財源
一般財源

-93-



【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
89,397 51,566 0 6 37,825

【事業目的】
　生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止する。

【事業内容】
　浄化槽の設置届等に係る権限移譲事務。
　合併処理浄化槽を設置する者に対し補助金を交付する。

【主な経費の内訳】
　使用料及び賃借料：浄化槽情報共有システム使用料
　負担金，補助及び交付金：鹿児島県浄化槽推進市町村協議会負担金
　　　　　　　　　　　　　合併浄化槽設置整備事業補助金
　

国県支出金 地方債 その他
144,059 0 0 1,181 142,878

【事業目的】
　一般家庭ごみを適正に処理し衛生的な生活環境を確保する。

【事業内容】
　一般家庭ごみの収集運搬及び処理等に係る経費

【主な経費の内訳】
　委託料：ごみ収集運搬業務委託料，ごみステーション管理委託料等

予算額
特定財源

一般財源

款 04: 衛生費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 02: 清掃費

環境保全係

生活衛生係

目 02: 塵芥処理費

款 04: 衛生費
事業名

02: 浄化槽設置整備事業費
01: 浄化槽設置整備事業費

項 02: 清掃費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 清掃総務費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,121 896 0 0 225

【事業目的】
　海岸漂着ごみを除去し環境の保全を図る。

【事業内容】
　ボランティア等が収集した海岸漂着ごみの搬出処分を行う。

【主な経費の内訳】
　委託料：海岸漂着ごみ運搬処分業務委託

国県支出金 地方債 その他
23,604 9,917 0 0 13,687

【事業目的】
　農業委員会の運営や事業推進に要する経費

【事業内容】
　農業委員会の開催，関係機関の会議・研修会への出会等に要する経費で報酬等

【主な経費の内訳】
　報酬：農業委員報酬及び推進委員報酬
　旅費：会議・研修会出会費用弁償
　使用料及び賃借料：研修会バス借上

生活衛生係

款 04: 衛生費
事業名

02: 海岸漂着物等地域対策推進事業費
01: 海岸漂着物等地域対策推進事業費

項 02: 清掃費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 塵芥処理費

款 05: 農林水産業費
事業名

01: 農業委員会費
01: 農業委員会費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 農業委員会費

農政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6,003 2,333 0 544 3,126

【事業目的】
　農業委員会事務局の庶務及び所管事務の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　所管事務に要する経費で，報酬，委託料等

【主な経費の内訳】
　報酬：会計年度任用職員報酬
　委託料：農家台帳システム保守委託
　負担金，補助及び交付金：鹿児島県農業会議負担金等

国県支出金 地方債 その他
1,792 0 0 1,691 101

【事業目的】
　農業者年金の適切な管理と加入推進に要する経費

【事業内容】
　裁定請求等の事務手続きの円滑な実施や新規加入の推進に要する経費で報酬，報償費等

【主な経費の内訳】
　報酬：会計年度任用職員報酬
　報償費：加入推進謝金
　使用料及び賃借料：複写機賃借料

款 05: 農林水産業費
事業名

03: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 農業委員会費

農政係

款 05: 農林水産業費
事業名

04: 農業者年金事業費
01: 農業者年金事業費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 農業委員会費

農政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,000 0 0 0 1,000

【事業目的】
　認定農業者等が遊休農地等を活用して，農業生産性の向上及び経営規模の拡大を図る。

【事業内容】
　高齢・兼業農家が所有する遊休農地等を整備し，かつ，売買又は貸借により継続して耕
作しようとする認定農業者等に対して補助金を交付する。
（10ａ当たり事業費限度額10万円×1/3以内，１件当たり補助金限度額20万円）

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：遊休農地等活用条件整備事業補助金

国県支出金 地方債 その他
5 0 0 5 0

【事業目的】
　県地域振興公社が実施する農地売買等事業を活用して，担い手農家への農地の利用集積
を図る。

【事業内容】
　農地売買等事業に関する委託業務に係る事務的経費

【主な経費の内訳】
　使用料及び賃借料：コピー使用料

款 05: 農林水産業費
事業名

05: 遊休農地等活用条件整備事業費
01: 遊休農地等活用条件整備事業費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 農業委員会費

農地係

款 05: 農林水産業費
事業名

06: 農地売買等事業費
01: 農地売買等事業費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 農業委員会費

農地係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
31,042 20 0 2,228 28,794

【事業目的】
　他の事業に属さない一般的な農政に関する経費

【事業内容】
　農業振興・農村活性化への取組，集落営農組織や各種協議会等への各種支援
　収入保険制度加入促進のための補助等に係る経費

【主な経費の内訳】
　需用費：公用車車検及び一般修繕
　委託料：農振管理システム保守業務委託
　備品購入費（資産形成）：公用車１台購入
　負担金，補助及び交付金：収入保険加入補助金，市農業公社負担金
　　　　　　　　　　　　　南薩地域農政推進協議会負担金等

国県支出金 地方債 その他
2,016 0 0 0 2,016

【事業目的】
　関係機関と一体となった各種栽培研修，講習会，検討会等会議への出席や先進地への栽
培技術研修及び市場調査等を行うことにより，農業振興と農家の経営安定に寄与する。

【事業内容】
　各作物の品質向上対策や農産物の販売促進活動等に係る経費

【主な経費の内訳】
　普通旅費：各種販売促進活動等
　需用費：公用車一般修繕，ムシダス一般修繕 等
　委託料：ムシダス通信管理委託及びムシダス保守点検委託
　使用料及び賃借料：公用車リース料，土地賃借料（やすらぎの郷情報発信用掲示
　　　　　　　　　案内板設置）

款 05: 農林水産業費
事業名

02: 一般経費
01: 農政関係費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 農業振興費

農政係

生産流通指導係

款 05: 農林水産業費
事業名

02: 一般経費
02: 生産指導関係費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 農業振興費

-98-



【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,259 152 0 0 2,107

【事業目的】
　農業に関する資金等の利子補給・利子助成を行い，認定農業者等の農業経営の負担軽減
を図る。

【事業内容】
　認定農業者に対して貸し付けた農業近代化資金，スーパーＬ資金，畜産特別資金等の利
子補給・利子助成に要する経費

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：農業制度資金利子補給補助金

国県支出金 地方債 その他
17,448 13,046 0 0 4,402

【事業目的】
　中山間地域は平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利であり，担い手の減少や耕
作放棄地の増加が懸念されていることから，直接支払交付金により将来に向けて農業生産
活動を維持するための活動を支援し，農業・農村の多面的機能の発揮に向けた取組を推進
する。令和２年度から５年間の第５期対策の３年目。

【事業内容】
　協定に基づき活動を行う団体への交付金及び取組推進に要する事務経費等

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：中山間地域等直接支払交付金

款 05: 農林水産業費
事業名

03: 農業金融対策費
01: 農業金融対策費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 農業振興費

農政係

款 05: 農林水産業費
事業名

04: 中山間地域等直接支払推進事業費
01: 中山間地域等直接支払推進事業費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 農業振興費

農政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
345 155 0 0 190

【事業目的】
　新たな米政策に対応した米の需給見通し等の情報提供を行い，米の円滑な需給調整を図
るとともに，水田の高度利用の推進に向けた取組を行う。

【事業内容】
　事業を行う南九州市農業再生協議会への補助経費

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：南九州市農業再生協議会補助金

国県支出金 地方債 その他
1,123 0 0 209 914

【事業目的】
　ふれあい農園の維持管理を行い，農園の貸出等を通じて都市と農村の交流を促進し，
農業への愛着を深めるとともに農村地域の活性化を図る。

【事業内容】
　ふれあい農園の貸出，維持管理等に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：ふれあい農園一般修繕
　委託料：ふれあい農園施設管理業務委託，除草・剪定作業委託他

款 05: 農林水産業費
事業名

05: 生産性の高い水田農業確立推進事業費
01: 生産性の高い水田農業確立推進事業費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 農業振興費

農政係

款 05: 農林水産業費
事業名

06: ふれあい農園管理運営費
01: ふれあい農園管理運営費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 農業振興費

農政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6,118 5,938 0 0 180

【事業目的】
　販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に，その差額を交付することで農
業経営の安定と国内生産力の確保を図り，食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持す
る。

【事業内容】
　農業者の交付金申請の支援を行う南九州市農業再生協議会への事業補助

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：南九州市農業再生協議会補助金

国県支出金 地方債 その他
6,064 1,718 0 3,970 376

【事業目的】
　農地中間管理機構を通じて農地の貸借を行うことにより，担い手農家への農地集積・集
約化を加速し，まとまった農地を貸し付けた地域や個人に対して協力金を交付することで
地域農業の活性化にも寄与する。

【事業内容】
　重点地区等の農地の権利関係調査，貸借契約書類や協力金交付申請書類作成等に要する
経費で，会計年度任用職員報酬，需用費，協力金等

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：地域集積協力金，経営転換協力金

款 05: 農林水産業費
事業名

07: 農業者経営所得安定対策推進事業費
01: 農業者経営所得安定対策推進事業費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 農業振興費

農政係

款 05: 農林水産業費
事業名

08: 農地中間管理事業費
01: 農地中間管理事業費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 農業振興費

農政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
21,677 16,567 0 0 5,110

【事業目的】
　農業後継者育成確保奨励金及び農業次世代人材投資資金等を活用し，新規就農者の確
保と有能な人材の育成に努め，農業振興と地域の活性化を図る。

【事業内容】
　就農相談会等での新規就農者・研修生の募集，市単独の奨励金や農業次世代人材投資
資金等交付に要する経費

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：農業後継者育成確保奨励金
　　　　　　　　　　　　　農業次世代人材投資資金
　　　　　　　　　　　　　新規就農者経営発展支援事業交付金
　　　　　　　　　　　　　就農研修支援事業交付金　

国県支出金 地方債 その他
9,491 8,403 0 0 1,088

【事業目的】
　経営体が直面している多様な課題に応じたきめ細やかな情報提供と支援を行い，意欲あ
る経営体を育成・確保する。また，地域の中心経営体に位置づけられている農業者の機械
等の導入補助を行うとともに，集落営農の既存組織強化と新たな組織化を推進する。

【事業内容】
　集落営農組織の研修支援，認定農業者等への情報提供等を行う市担い手育成総合支援協
議会への補助，中心経営体の農業機械導入に係る経費補助

【主な経費の内訳】
　使用料及び賃借料：集落営農組織研修時バス借上料
　負担金，補助及び交付金：市担い手育成総合支援協議会補助金
　　　　　　　　　　　　　中心経営体等施設整備事業補助金

款 05: 農林水産業費
事業名

09: 農業人材育成事業費
01: 農業人材育成事業費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 農業振興費

農政係

款 05: 農林水産業費
事業名

10: 担い手育成対策事業費
01: 担い手育成対策事業費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 農業振興費

農政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,370 0 0 0 1,370

【事業目的】
　農業が厳しい状況に直面している中で，持続可能な強い農業を実現するために，既存の
「人・農地プラン」を細分化，実質化したものを再作成し，地域の中心となる経営体への
農地集積・集約化を図り地域農業の活性化を推進する。

【事業内容】
　人・農地プランの細分化，実質化に向けた話し合い活動等の支援に要する経費で，地域
連携推進員報酬，需用費等

【主な経費の内訳】
　報酬：会計年度任用職員報酬

国県支出金 地方債 その他
6,147 0 0 0 6,147

【事業目的】
　農家・関係機関一体となった各種協議会等組織活動を行うことにより，農業振興と農家
の経営安定を図る。

【事業内容】
　各種協議会，団体等への運営及び事業に対する負担金，補助金等
　
【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：県農業機械連絡協議会負担金，県園芸振興協議会負担金，
　　　県野菜価格安定制度負担金，市野菜価格安定基金協会負担金，南さつま施設きん
　　　かん生産安定基金協会負担金，抑制加世田かぼちゃ価格安定基金，県果樹振興大
　　　会南さつま産地実行委員会負担金，かごしまブランド産地指定30周年記念大会負
　　　担金，市園芸振興協議会等各種団体補助金

目 02: 農業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

12: 流通対策事業費
01: 流通対策事業費

項 01: 農業費

生産流通指導係

款 05: 農林水産業費
事業名

11: 人・農地プラン作成事業費
01: 人・農地プラン作成事業費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 農業振興費

農政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,430 3,430 0 0 0

【事業目的】
　有害鳥獣による農作物等への被害防止・軽減対策を行うことにより，農作物の安定出荷
及び農家の経営安定を図る。

【事業内容】　
　有害鳥獣捕獲者に対する捕獲活動に係る経費の支援

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：鳥獣被害対策実践事業補助金
　　　　　　　　　　　イノシシ　400頭×7,000円　　アナグマ　450頭×1,000円
　　　　　　　　　　　シカ　　　 10頭×7,000円　　カラス　　 50羽×　200円
　　　　　　　　　　　タヌキ　　100頭×1,000円　　合計1,010頭羽　3,430,000円
　

国県支出金 地方債 その他
336 336 0 0 0

【事業目的】
　鳥獣による農作物等への被害の軽減・防止を図るため，地域ぐるみで取り組む電気柵等
被害防止施設整備の支援を行う。

【事業内容】
　電気柵導入に伴う経費の補助

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：鳥獣被害対策実践事業補助金
　

款 05: 農林水産業費
事業名

13: 鳥獣被害対策実践事業（国庫）費
01: 緊急捕獲活動支援事業費

項 01: 農業費

生産流通指導係

目 02: 農業振興費
予算額

特定財源
一般財源

生産流通指導係

目 02: 農業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

13: 鳥獣被害対策実践事業（国庫）費
02: 鳥獣被害防止施設整備事業費

項 01: 農業費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,832 1,832 0 0 0

【事業目的】
　有害鳥獣捕獲員の増加を図るため，狩猟免許取得に係る経費等の一部助成を行う。

【事業内容】
　狩猟免許取得経費等の一部と箱わな購入補助

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：鳥獣被害防止推進事業補助金
　　　　　　　　　　　　　狩猟免許講習会受講料一部助成　
　　　　　　　　　　　　　箱わな（イノシシ用）　25台

国県支出金 地方債 その他
298 0 0 0 298

【事業目的】
　有害鳥獣による農作物等への被害に対し，捕獲等要請に即時対応する鳥獣被害対策実施
隊民間隊員等の活動の支援を行う。

【事業内容】
　捕獲活動に係る出動報酬及び猟犬出動謝金，携帯型デジタル簡易無線機電波使用等に係
る経費

【主な経費の内訳】
　非常勤職員報酬：実施隊捕獲活動出勤報酬
　報償費：猟犬出勤謝金
　負担金，補助及び交付金：有害鳥獣被害対策実施隊活動事業補助金

目 02: 農業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

13: 鳥獣被害対策実践事業（国庫）費
03: 鳥獣被害防止推進事業費

項 01: 農業費

目 02: 農業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

15: 鳥獣被害対策実施隊活動事業費
01: 鳥獣被害対策実施隊活動事業費

項 01: 農業費

生産流通指導係

生産流通指導係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,863 98 0 0 3,765

【事業目的】
　有害鳥獣による農作物等への被害防止・軽減対策等を行うことにより，農作物の安定出
荷及び農家の経営安定を図る。

【事業内容】
　市有害鳥獣捕獲対策協議会への出会謝礼，有害鳥獣捕獲事業等に要する経費補助

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：
　　有害鳥獣捕獲事業補助金　・イノシシ320頭，シカ５頭　　　6,000円/頭
　　　　　　　　　　　　　　・タヌキ25頭，アナグマ290頭　　3,600円/頭
　　　　　　　　　　　　　　・カラス・カモ類10羽　　800円/羽
　　鳥獣被害防止対策事業補助金（市単）電気柵導入経費の1/3以内助成（上限30千円）

国県支出金 地方債 その他
768 0 0 0 768

【事業目的】
　台風等（強風・多雨・塩害）の影響による播種・定植間もない露地野菜の茎葉の損傷，
種子等の流失被害による農業経営の早期再開を図るため，台風等被害に対応した種子の蒔
き直し，苗の植え直しに対する支援を行い，栽培面積の維持拡大・生産意欲の向上等に繋
げる。

【事業内容】
　台風等による被害を受けた園芸作物の栽培再開に必要な種子・苗購入費の助成
　※国・県補助事業の公募がある場合はそちらを優先する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：台風等被害園芸作物緊急支援対策事業補助金
　　

款 05: 農林水産業費
事業名

17: 台風等被害園芸作物緊急支援対策事業費
01: 台風等被害園芸作物緊急支援対策事業費

項 01: 農業費

目 02: 農業振興費
予算額

特定財源
一般財源

生産流通指導係

款 05: 農林水産業費
事業名

16: 有害鳥獣等駆除事業費
01: 有害鳥獣等駆除事業費

項 01: 農業費

生産流通指導係

目 02: 農業振興費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,000 0 0 0 3,000

【事業目的】
　既存作物や新規作物等の面積維持・拡大，更なる園芸振興を図るため，認定農業者，新
規就農者等の農業機械導入，被覆施設等整備に対する支援を行い，投資経費に係るコスト
削減，栽培面積の維持拡大及び労働力の省力化等により所得向上に繋げる。

【事業内容】
　個人の農業機械の導入，被覆施設等の整備に係る経費補助

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：園芸振興機械施設等導入支援事業補助金
　　　　　　　　　　　　　補助対象経費の1/3以内補助（上限50万円）

国県支出金 地方債 その他
62,757 62,757 0 0 0

【事業目的】
　野菜の被覆施設等を整備し，降灰被害の軽減と農家所得の安定を図るため，栽培施設を
導入する。

【事業内容】
　栽培施設等の導入補助

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金
　

目 02: 農業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

18: 園芸振興機械施設等導入支援事業費
01: 園芸振興機械施設等導入支援事業費

項 01: 農業費

目 02: 農業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

19: 活動火山周辺地域防災営農対策事業費（生産流通）
01: 活動火山周辺地域防災営農対策事業費（生産流通）

項 01: 農業費

生産流通指導係

生産流通指導係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,656 0 0 726 3,930

【事業目的】
　都市農村交流を推進するとともに，その受け皿となる受入組織の育成と教育旅行誘致を
行い，本市への誘客を図るもの

【事業内容】
　グリーンツーリズムを推進するために要する経費

【主な経費の内訳】
　報酬：会計年度任用職員人件費
　委託料：体験型ワークショップ業務委託料
　負担金，補助及び交付金：さつま半島グリーンツーリズム協議会負担金
　　　　　　　　　　　　　田んぼアート事業補助金

国県支出金 地方債 その他
8,503 0 0 0 8,503

【事業目的】
　茶業係全般に係る一般経費

【事業内容】
　茶業振興に関する一般事務事業経費，負担金及び補助金

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：
　　世界緑茶協会負担金，九州茶産地協議会負担金，南九州市茶流通対策協議会負担金
　　茶業振興事業補助金，茶出品対策事業補助金，茶消費拡大特別対策事業補助金

目 02: 農業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 農業費

観光交流係

茶業係

目 03: 茶業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

21: グリーン・ツーリズム推進活動事業費
01: グリーン・ツーリズム推進活動事業費

項 01: 農業費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
35,531 35,531 0 0 0

【事業目的】
　桜島降灰の除去機導入により茶業経営の安定を図る。

【事業内容】
　事業実施主体：２事業主体
　事業量：摘採機能付除灰機４台，摘採前洗浄機３台
　補助率：対象経費の65％以内
　
【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金

国県支出金 地方債 その他
15,612 15,612 0 0 0

【事業目的】
　乗用型茶園管理機及び荒茶加工機械の導入により収益の向上を図る。

【事業内容】
　２事業主体　乗用型管理機１台，荒茶加工機械敷設　補助率1/3以内

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：農業・農村活性化推進施設等整備事業補助金

茶業係

目 03: 茶業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

02: 活動火山周辺地域防災営農対策事業費（茶業）
01: 活動火山周辺地域防災営農対策事業費（茶業）

項 01: 農業費

目 03: 茶業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

03: 農業・農村活性化推進施設等整備事業費
01: 農業・農村活性化推進施設等整備事業費

項 01: 農業費

茶業係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
13,200 9,900 0 0 3,300

【事業目的】
　有機農業など環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者等を支援し，環境保全型農
業の推進を図る。

【事業内容】
　取組団体：５団体，取組面積110ha，補助額12,000円/10ａ

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：環境保全型農業直接支援対策事業補助金　　

国県支出金 地方債 その他
4,755 0 0 0 4,755

【事業目的】
　地域おこし協力隊の協力活動による統一銘柄「知覧茶」のブランド確立に向けた取組を
推進する。

【事業内容】
　海外向けＥＣサイトの構築業務等を中心とする協力隊の活動経費

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：地域おこし協力隊の活動負担金

款 05: 農林水産業費
事業名

04: 環境保全型農業直接支援対策事業費
01: 環境保全型農業直接支援対策事業費

項 01: 農業費

茶業係

目 03: 茶業振興費
予算額

特定財源
一般財源

茶業係

目 03: 茶業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

08: 地域おこし協力隊設置事業費
01: 地域おこし協力隊設置事業費

項 01: 農業費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
8,329 0 0 232 8,097

【事業目的】
　本市畜産業の振興並びに畜産農家の経営安定を図るため各種事業を実施する。

【事業内容】
　畜産振興・経営安定に係る経費及び補助金等

【主な経費の内訳】
　需用費：公用車車検，公用車一般修繕等
　負担金，補助及び交付金：
　　県畜産協会負担金，県肉用牛振興協議会負担金，酪農ヘルパー利用組合負担金
　　市畜産振興会補助金，鶏卵価格安定対策事業補助金，豚伝染病対策事業補助金　他

国県支出金 地方債 その他
38,386 0 0 38,386 0

【事業目的】
　家畜排せつ物処理施設等の整備を行うことにより，畜産経営に起因する環境汚染対策と
地域における資源の循環システムを構築し，耕畜連携による生産性向上を図る。

【事業内容】
　鹿児島県地域振興公社が事業主体となり，家畜排せつ物処理施設等の整備を行い，事業
参加者へ譲渡する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：事業参加者負担金

目 04: 畜産業振興費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 畜産業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

02: 資源リサイクル畜産環境整備事業費
01: 資源リサイクル畜産環境整備事業費

項 01: 農業費

畜産係

畜産係

款 05: 農林水産業費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 農業費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,815 575 0 0 3,240

【事業目的】
　第12回全国和牛能力共進会（鹿児島大会）に係る経費

【事業内容】
　優良繁殖雌牛の導入，肥育技術の実証支援に対する補助
　全国和牛能力共進会開催に伴う市町村負担金
　全国和牛能力共進会開催に伴う新聞広告掲載料
　全国和牛能力共進会出品に対する報償費等

【主な経費の内訳】
　上記事業内容と同じ

　

国県支出金 地方債 その他
3,832 0 0 1,215 2,617

【事業目的】
　農政係で所管する農産加工施設を適正に維持管理し，加工グループ等の活動の活性化に
資する。

【事業内容】
　施設の維持管理に要する経費で，需用費，委託料等

【主な経費の内訳】
　需用費：各施設の灯油，プロパンガス代等の燃料費
　　　　　各施設の電気料，水道料等の光熱水費
　　　　　設備備品及び施設本体に係る修繕料
　委託料：浄化槽保守点検委託，施設清掃作業委託等

予算額
特定財源

一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

03: 全国和牛能力共進会推進事業費
01: 全国和牛能力共進会推進事業費

項 01: 農業費

農政係

目 05: 農業施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

01: 農業施設管理費（農政係）
01: 農業施設管理費（農政係）

項 01: 農業費

畜産係

目 04: 畜産業振興費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
10,786 0 0 4,233 6,553

【事業目的】
　「道の駅」やすらぎの郷の管理運営及び施設・設備等の維持管理を行う。

【事業内容】
　「道の駅」やすらぎの郷の管理運営等に係る経費及び改修に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：物産館照明器具取替修繕
　委託料：施設管理業務委託料・冷凍冷蔵庫保守点検委託料他
　工事請負費：やすらぎの郷畦畔部他改良工事
　備品購入費：エアー式卓上打栓機
　負担金，補助及び交付金：
　　九州・沖縄「道の駅」連絡会負担金，全国「道の駅」連絡会負担金　

国県支出金 地方債 その他
15,477 0 0 6,947 8,530

【事業目的】
　後継者や新規就農者の育成確保及び頴娃農業開発研修ｾﾝﾀｰ管理運営に要する経費

【事業内容】
　新規就農者及び担い手の育成

【主な経費の内訳】
　報酬　：会計年度任用職員(指導員・作業員）の報酬
　需用費：機械施設等一般修繕料及び公用車車検代他
　委託料：電気保安管理委託料，合併浄化槽維持管理委託料等
　負担金，補助及び交付金：農業後継者育成確保負担金，農産物出荷先登録年会費

予算額
特定財源

一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

03: 頴娃農業開発研修センタ－管理運営費
01: 頴娃農業開発研修センタ－管理運営費

項 01: 農業費

生産流通指導係

款 05: 農林水産業費
事業名

02: やすらぎの郷管理運営費
01: やすらぎの郷管理運営費

項 01: 農業費

目 05: 農業施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

総合研修係

目 05: 農業施設管理費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,541 0 0 376 1,165

【事業目的】
　新規就農研修事業を円滑に行うための管理運営

【事業内容】
　施設の維持管理等

【主な経費の内訳】
　需用費：機械施設等一般修繕料
　委託料：施設管理業務委託，浄化槽維持管理業務委託
　工事請負費：施設高土手改良工事

国県支出金 地方債 その他
1,106 0 0 0 1,106

【事業目的】
　知覧農業振興センター（茶業課）の適正な管理運営を図る。

【事業内容】
　知覧農業振興センター（茶業課）の管理・運営に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：事務所ガス等
　役務費：電話・FAX等の通信運搬費
　使用料及び賃借料：複写機使用料・NHK受信料

茶業係

目 05: 農業施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

05: 知覧農業振興センター管理運営費
01: 知覧農業振興センター管理費（茶業課）

総合研修係

項 01: 農業費

目 05: 農業施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

04: 川辺農業経営基盤確立研修施設管理運営費
01: 川辺農業経営基盤確立研修施設管理運営費

項 01: 農業費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,020 0 0 214 806

【事業目的】
　知覧農業振興センターの管理運営に要する経費

【事業内容】
　施設の維持管理等

【主な経費の内訳】
　需用費：機械施設等一般修繕料
　委託料：草刈作業業務委託，低木剪定作業業務委託

国県支出金 地方債 その他
5,983 0 0 232 5,751

【事業目的】
　畑の郷水土利館の運営及び維持管理を行うもの

【事業内容】
　運営及び維持管理に要する経費で，報酬，需用費，委託料等

【主な経費の内訳】
　報酬：会計年度任用職員報酬
　需用費：消耗品費，光熱水費（電気料），修繕料（施設等一般修繕）等
　委託料：空調機保守点検，展示室機材保守点検，場内除草業務委託等
　使用料及び賃借料：AED使用料，複合機賃貸借リース料等

目 05: 農業施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

05: 知覧農業振興センター管理運営費
02: 知覧農業振興センター管理運営費

項 01: 農業費

款 05: 農林水産業費
事業名

06: 畑の郷　水土利館管理運営費
01: 畑の郷　水土利館管理運営費

項 01: 農業費

総合研修係

目 05: 農業施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
675 0 0 0 675

【事業目的】
　霜出げんき館の運営及び維持管理を行うもの

【事業内容】
　施設の運営及び維持管理に要する経費で，需用費及び委託料

【主な経費の内訳】
　需用費：施設修繕料
　委託料：指定管理料及び館内清掃委託料

国県支出金 地方債 その他
18,515 0 0 18,515 0

【事業目的】
　かんしょ重要病害虫等対策として，健全苗の安定供給と実証ほ場設置により農業経営の
安定と産地維持に努める。

【事業内容】
　かんしょの健全苗としてのバイオ苗の安定供給と実証ほ場の設置

【主な経費の内容】
　需用費：バイオ苗育成に係る種苗費，肥料費，農薬費，燃料費等の消耗品費
　　　　　育成ハウスの潅水装置及び二重カーテン取替修繕
　委託料：指導監委託料
　工事請負費：ハウス新設設置工事，栽培ベンチ設備設置工事

管理係

総合研修係

目 05: 農業施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款

款 05: 農林水産業費
事業名

09: かんしょ重要病害虫等総合対策事業費
01: かんしょ重要病害虫等総合対策事業費

項 01: 農業費

05: 農林水産業費
事業名

07: 活性化施設霜出げんき館管理運営費
01: 活性化施設霜出げんき館管理運営費

項 01: 農業費

目 05: 農業施設管理費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
25,497 92 0 1,416 23,989

【事業目的】
　管理係全般に係る一般経費

【事業内容】
　農業用施設の維持管理等に要する経費で，委託料，原材料費，負担金等

【主な経費の内訳】
　委託料：広域農道等の施設管理委託，農業用施設維持補修委託
　工事請負費：高田農村公園フェンス設置工事
　原材料費：維持補修委託用原材料，自治会等支給用原材料
　負担金，補助及び交付金：農道台帳管理賦課金，土地改良区補助金等　

国県支出金 地方債 その他
416 250 0 0 166

【事業目的】
　耕地係全般に係る一般経費

【事業内容】
　県営事業及び団体営事業の用地交渉に係る時間外勤務手当，旅費，公用車の維持管理費

【主な経費の内訳】
　職員手当等：用地交渉に係る時間外勤務手当
　旅費：土地改良事業要望ヒアリング（熊本市）
　需用費：公用車に係る車検及び一般修繕料

耕地係

目 06: 農地費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

01: 一般経費
02: 耕地係関係分

項 01: 農業費

目 06: 農地費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

01: 一般経費
01: 管理係関係分

項 01: 農業費

管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
158,067 118,815 0 0 39,252

【事業目的】
　地域が行う農地及び農業用施設の保全や長寿命化への取組を支援するもの

【事業内容】
　事業に要する事務費（推進交付金）及び本体交付金

【主な経費の内訳】
　事務費：職員手当等，需用費（消耗品費等），使用料及び賃借料，研修会負担金等
　本体交付金：負担金，補助及び交付金（多面的支払交付金）

国県支出金 地方債 その他
92,578 52,800 0 28,778 11,000

【事業目的】
　国営事業によって造成された施設の維持管理及び設備更新を行うもの

【事業内容】
　西部第１（池田湖）・西部第２（集川）揚水機場に要する経費で，需用費，委託料，工
事請負費等

【主な経費の内訳】
　需用費：修繕料（公用車），光熱水費（電気使用料）
　委託料：管理業務委託，水質調査業務委託
　工事請負費：西部第１揚水機場 リアクトル等改修工事（機器更新）
　　　　　　　西部第２揚水機場 リアクトル等改修工事（機器更新）
　　　　　　　　　　〃　　　　 水位計更新工事

款 05: 農林水産業費
事業名

02: 多面的機能支払交付金事業費
01: 多面的機能支払交付金事業費

項 01: 農業費

管理係

目 06: 農地費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 農地費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

03: 基幹水利施設管理事業費
01: 基幹水利施設管理事業費

項 01: 農業費

管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,791 2,895 0 65 2,831

【事業目的】
　国営南薩畑地かんがい施設及び付帯施設の維持管理体制の整備強化を推進するもの

【事業内容】
　管理体制の整備促進及び推進に要する補助金（支援事業費及び推進事業費）
　
【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：
　　国営造成施設管理体制整備促進事業補助金，
　　なんさつ土地改良区管理体制整備推進協議会補助金

国県支出金 地方債 その他
47,335 0 47,200 0 135

【事業目的】
　県営土地改良事業に要する経費を負担するもの

【事業内容】
　県営畑かん施設更新事業（南薩地区）に係る市負担金

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：
　　県営事業負担金（給水栓等更新事業，水管理システム更新事業）

目 06: 農地費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

04: 国営造成施設管理体制整備促進事業費
01: 国営造成施設管理体制整備促進事業費

項 01: 農業費

管理係

目 06: 農地費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

05: 県営土地改良事業費
01: 県営土地改良事業費（管理係）

項 01: 農業費

管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
66,894 0 56,300 0 10,594

【事業目的】
　県営土地改良事業の円滑な事業推進を図る。

【事業内容】
　県営事業７地区の事業負担金及び６地区の土改連負担金

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：
　　01 通作条件整備事業          ・・・・・・松山地区・南九州地区・頴娃西部
　　02 シラス対策事業            ・・・・・・鳴野原地区
　　03 農業用河川工作物等応急事業・・・・・・亀銅地区
　　04 農業水路等長寿命化・防災減災事業・・・井手元地区
　　05 農業競争力強化農地整備事業　　・・・・下山田地区　

国県支出金 地方債 その他
160 0 0 0 160

【事業目的】
　県営南薩畑地かんがい施設の更新事業を推進するもの
　
【事業内容】
　畑地かんがい更新事業（南薩地区）の推進に係る費用負担

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：南薩地区畑地かんがい更新事業推進協議会負担金

款 05: 農林水産業費
事業名

05: 県営土地改良事業費
03: 南薩地区畑地かんがい更新事業推進協議会事業費

項 01: 農業費

目 06: 農地費
予算額

特定財源
一般財源

管理係

款 05: 農林水産業費
事業名

05: 県営土地改良事業費
02: 県営土地改良事業費（耕地係）

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 農地費

耕地係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
67,778 46,200 0 0 21,578

【事業目的】
　担い手への農地集積・集約を推進し，農道整備や排水路整備など生産基盤の整備を実
施し，耕作条件の改善を行い，農業の生産性向上を図る。

【事業内容】
　頴娃地域　郡牧地区・・・排水路整備工事
　頴娃地域　松永地区・・・農道整備工事

【主な経費の内訳】
　委託料：積算システム保守業務委託
　工事請負費：郡牧地区の排水路整備工事，松永地区の農道整備工事
　公有財産購入費：郡牧地区の用地買収費
　補償，補填及び賠償金：郡牧地区の補償費

国県支出金 地方債 その他
1,350 0 0 0 1,350

【事業目的】
　国，県の補助対象とならない小規模な土地改良事業に対し施設管理団体等への補助を行
い，施設の長寿命化や維持管理費の軽減を図る。

【事業内容】
　市内全地域　カーブミラー設置
　市内全地域　受益者の特定できる小規模土地改良事業に対する補助金

【主な経費の内訳】
　工事請負費：カーブミラー設置工事
　負担金，補助及び交付金：市単独土地改良事業補助金
　

目 06: 農地費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

06: 基盤整備促進事業費
01: 基盤整備促進事業費

項 01: 農業費

06: 農地費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

07: 市単独土地改良事業費
01: 市単独土地改良事業費

項 01: 農業費

耕地係

耕地係

目
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,622 2,240 0 545 2,837

【事業目的】
　県単独の補助事業により土地改良施設の整備を行い，農業農村の活性化を図る。

【事業内容】
　川辺地域　上川原地区・・用水路整備工事（転倒ゲート）
　頴娃地域　八反田地区・・用水路整備工事

【主な経費の内訳】
　工事請負費：上川原地区用水路整備工事，八反田地区用水路整備工事

国県支出金 地方債 その他
29,130 16,005 0 0 13,125

【事業目的】
　担い手への農地集積・集約を推進し，道路整備などの生産基盤の整備を実施し，耕作条
件の改善を行い農業の生産性向上を図る。

【事業内容】
　川辺地域　小野地区・・・・・農道整備工事
　知覧地域　厚地第二地区・・・農道整備工事
　川辺地域　篠地区・・・・・・頭首工整備工事

【主な経費の内訳】
　委託料：篠地区の測量設計業務委託
　工事請負費：小野地区，厚地第二地区の農道整備工事

目 06: 農地費
予算額

特定財源
一般財源

耕地係

款

耕地係

款 05: 農林水産業費
事業名

08: 農業・農村活性化推進施設等整備事業費
01: 農業農村整備対策事業費

項 01: 農業費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 農地費

05: 農林水産業費
事業名

09: 農業基盤整備促進事業費
01: 農業基盤整備促進事業費

項 01: 農業費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,554 0 0 0 5,554

【事業目的】
　農業生産基盤の強化を図るため，県営事業採択へ向け地域の諸条件を把握し各種補助事
業に対応する必要な事項の調査及び検討を行い，事業計画の策定を行う。
　
【事業内容】
　川辺地域　農地整備事業活性化計画書作成
　
【主な経費の内訳】
　報酬：事業採択等に向けての事務補助
　委託料：農地整備事業活性化計画書作成
　

国県支出金 地方債 その他
68,634 0 0 0 68,634

【事業目的】
　一般会計から農業集落排水事業会計への繰出金

【事業内容】
　農業集落排水事業に係る起債の元金，利子償還金等に要する経費

款 05: 農林水産業費
事業名

10: 団体営調査設計事業費
01: 団体営調査設計事業費

項 01: 農業費

耕地係

目 06: 農地費
予算額

特定財源
一般財源

業務係

目 07: 農業集落排水事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

01: 農業集落排水事業会計繰出金
01: 農業集落排水事業会計繰出金

項 01: 農業費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,775 1,030 0 176 4,569

【事業目的】
　各種協議会及び林業団体への負担金，補助等により林業の振興を図る。

【事業内容】
　竹林の伐採整理に係る委託料，各種協議会への負担金及び林業団体への補助等

【主な経費の内訳】
　報　酬：地域林政アドバイザー報酬
　需用費：公用車一般修繕
　委託料：里山林総合対策事業委託料
　負担金，補助及び交付金：
　　　県造林協会負担金，南薩地域森林・林業振興協議会負担金等
　　　林業就労改善推進事業補助金，森林林業振興協議会補助金
　　　特用林産物の魅力ある産地づくり推進事業補助金

国県支出金 地方債 その他
9,652 0 0 9,592 60

【事業目的】
　万之瀬川流域森林の整備及び作業路補修を行い，流域森林の水源かん養機能維持に努め
る。

【事業内容】
　事業執行に伴う事務的経費と万之瀬川流域森林の整備に係る林業事業体への補助

【主な経費の内訳】
　需用費：公用車一般修繕
　負担金，補助及び交付金：万之瀬川水源かん養林対策事業補助金

目 02: 林業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

02: 万之瀬川水源かん養林対策事業費
01: 万之瀬川水源かん養林対策事業費

項 02: 林業費

林務係

林務係

目 02: 林業振興費
予算額

特定財源
一般財源

事業名
01: 林業振興事業費
01: 林業振興費

項 02: 林業費

款 05: 農林水産業費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,728 3,650 0 0 1,078

【事業目的】
　松くい虫及びシロアリ被害を防止するため，県委託等により優良松林の保全に努め
る。

【事業の内容】
　無人ヘリ散布，被害木の伐倒駆除及びシロアリ防除等に係る委託料

【主な経費の内訳】
　委託料：
　　松くい虫無人ヘリ散布事業業務委託，松くい虫伐倒駆除事業業務委託等

国県支出金 地方債 その他
28,370 0 0 0 28,370

【事業目的】
　森林の多面的機能や地球温暖化防止機能維持のため森林整備・保全を図る。

【事業内容】
　未整備森林の調査及び人材育成・担い手確保支援，木材利用の促進や普及啓発活動

【主な経費の内訳】
　報償費：森林づくり推進員活動報償費
　委託料：林道・林業専用道維持補修委託，集積計画現地調査業務委託
　負担金，補助及び交付金：
　　林業担い手育成支援事業補助金，竹材搬出促進支援事業補助金，
　　森林炭素マイレージ交付金等

款 05: 農林水産業費
事業名

03: 松林保全事業費
01: 松林保全事業費

項 02: 林業費

目 02: 林業振興費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 林業振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

04: 森林経営管理推進事業費
01: 森林経営管理推進事業費

項 02: 林業費

林務係

林務係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6,132 990 0 0 5,142

【事業目的】
　森林整備や木材生産の効率化を図るため，治山・林道施設の維持管理を行う。

【事業内容】
　治山施設及び林道48路線の維持管理に係る委託料及び原材料費等

【主な経費の内訳】
　委託料：治山施設・林道維持補修委託料，林道等除草伐採業務委託料，
　　　　　看板設置業務委託
　負担金，補助及び交付金：林道台帳管理負担金

国県支出金 地方債 その他
59,623 29,250 29,500 0 873

【事業目的】
　林道及び林業専用道の開設により，森林整備の効率化を図る。

【事業内容】
　林業専用道開設工事費，用地測量調査委託料，用地取得費及び補償費等

【主な経費の内訳】
　委託料：用地測量・補償費調査業務委託，森林土木積算システム保守業務委託
　工事請負費：林業専用道辨才天線開設工事（L=500ｍ，W=3.6ｍ）
　公有財産購入費：林業専用道辨才天線，林道大谷山内ケ谷線
　補償，補填及び賠償金：立木補償費

目 03: 森林土木事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

01: 森林土木事業費
01: 治山・林道施設維持費

項 02: 林業費

款 05: 農林水産業費
事業名

01: 森林土木事業費
02: 林道開設事業費

項 02: 林業費

林務係

目 03: 森林土木事業費
予算額

特定財源
一般財源

林務係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
17,889 9,123 0 1,634 7,132

【事業目的】
　市有林の適正な管理を行うため，補助事業等を活用して森林整備を行う。

【事業内容】
　森林保険料，除間伐事業等の森林整備，見締り管理の委託料等

【主な経費の内訳】
　役務費：森林国営保険料
　委託料：
　　見締り管理委託料，作業道路面補修業務委託，支障木伐採業務委託，
　　除間伐事業業務委託，除伐業務委託，植栽業務委託等

国県支出金 地方債 その他
12,308 95 0 1,100 11,113

【事業目的】
　漁業経営の安定，生産技術の向上，沿岸漁業資源の増大を図り水産業振興に資する。

【事業内容】
　水産関係団体等に係る事業補助，協議会負担金及び資源増殖事業補助

【主な経費の内訳】
　委託料：港湾地域航路標識防犯灯管理委託（５地域），松ヶ浦港トイレ清掃管理委託
　負担金，補助及び交付金：
　　県漁港漁場協会負担金，全国水産業振興対策協議会負担金，
　　南薩地区水産業改良普及事業推進協議会負担金，漁港施設機能保全事業負担金
　　パイロット放流事業補助金，魚族繁殖放流事業補助金，水産振興会事業補助金
　　漁業新規就労者支援事業補助金，漁船購入支援事業補助金

目 04: 市有林管理事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

01: 市有林管理事業費
01: 市有林管理事業費

項 02: 林業費

目 01: 水産業費
予算額

特定財源
一般財源

項 03: 水産業費

商工水産係

款 05: 農林水産業費
事業名

01: 水産振興費
01: 水産振興費

林務係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
655 112 0 0 543

【事業目的】
　水産資源の増殖及び環境保全を図る。

【事業内容】
　県水産多面的協議会負担金，活動団体（２団体）の活動支援に要する経費

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：鹿児島県水産多面的機能推進協議会負担金

国県支出金 地方債 その他
31,816 116 0 15,000 16,700

【事業目的】
　商工業の振興を図るための一般的経費

【事業内容】
　商工業者及び商店街活性化を図るための各種負担金・補助金，特産品ＰＲに要する経費

【主な経費の内訳】
　報償費：青森県平川市交流事業
　旅費：北九州市等の催事等に係る普通旅費
　委託料：南九州市名物創生事業委託料
　負担金，補助及び交付金：
　　商店街活性化対策事業補助金，商工振興資金利子補給事業補助金，
　　「あなたの取組を応援します！」サポート補助金，移動スーパー事業支援補助金

商工水産係

款 06: 商工費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 商工費

商工水産係

目 01: 商工総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 農林水産業費
事業名

02: 水産多面的機能発揮対策交付金事業費
01: 水産多面的機能発揮対策交付金事業費

項 03: 水産業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 水産業費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,874 0 0 0 4,874

【事業目的】
　伝統的工芸品「川辺仏壇」産業の振興を図る。

【事業内容】
　川辺仏壇の振興，後継者育成支援に要する経費

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：
　　伝統的工芸品産業振興協会負担金，川辺仏壇振興事業補助金，
　　伝統工芸体験あっせん手数料助成事業補助金
　貸付金：仏壇産業後継者育成確保貸与資金

国県支出金 地方債 その他
1,823 97 0 0 1,726

【事業目的】
　消費者安全の確保に関する施策の推進を図るため消費生活センターの運営を行う。

【事業内容】
　消費生活相談員報酬及び知識と技術向上を図る研修等に要する経費

【主な経費の内訳】
　報酬：消費生活相談員１名分
　旅費：各種研修会旅費の費用弁償
　負担金，補助及び交付金：研修会負担金

目 01: 商工総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 06: 商工費
事業名

03: 川辺仏壇振興費
01: 川辺仏壇振興費

項 01: 商工費

目 01: 商工総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 06: 商工費
事業名

04: 消費生活相談員設置事業費
01: 消費生活相談員設置事業費

項 01: 商工費

商工水産係

商工水産係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
23,838 0 0 1 23,837

【事業目的】
　観光振興を図るための一般経費

【事業内容】
　観光キャンペーン等旅費，観光パンフレット等印刷製本費，広域協議会負担金等

【主な経費の内訳】
　需用費：観光パンフレット・地図等増刷
　役務費：雑誌等広告費
　負担金，補助及び交付金：広域協議会等負担金，市観光協会補助金

国県支出金 地方債 その他
6,281 0 0 0 6,281

【事業目的】
　観光客の誘致促進を図るもの

【事業内容】
　観光PR事業業務委託及び観光客誘致促進事業助成金の支給

【主な経費の内訳】
　委託料：観光PR事業業務委託
　負担金，補助及び交付金：観光客誘致促進事業助成金

款 06: 商工費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 商工費

観光交流係

目 02: 観光振興費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 観光振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 06: 商工費
事業名

03: 観光誘致支援事業費
01: 観光誘致支援事業費

項 01: 商工費

観光交流係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,834 0 0 1,650 1,184

【事業目的】
　安全で快適な新しい旅行スタイルを実現するため，サイクルツーリズムに係る環境整備
を行うもの

【事業内容】
　自転車利用促進キャンペーンに係る経費及びサイクルポート維持管理費

【主な経費の内訳】
　需用費：利用促進キャンペーン用ノベルティ，チラシ制作，サイクルポート光熱水費等
　委託料：キーシステム保守管理料，シェアサイクル管理業務委託料
　備品購入費：防犯用カメラ購入費
　

国県支出金 地方債 その他
68,035 27,500 0 40,535 0

【事業目的】
　岩屋公園内にアドベンチャー遊具やバーベキュー棟を整備することにより，滞在時間及
び観光消費額の拡大を図るもの

【事業内容】
　アドベンチャー遊具整備に係る経費及び焼肉棟新築に係る実施設計委託等

【主な経費の内訳】
　委託料：バーベキュー棟新築工事実施設計業務委託等
　工事請負費：アドベンチャー遊具施工費等
　備品購入費：アドベンチャー用具類購入

目 02: 観光振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 06: 商工費
事業名

07: サイクルツーリズム推進事業費
01: サイクルツーリズム推進事業費

項 01: 商工費

款 06: 商工費
事業名

08: 岩屋公園アウトドア事業費
01: 岩屋公園アウトドア事業費

項 01: 商工費

観光交流係

観光交流係

目 02: 観光振興費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
20,762 8,451 0 12,311 0

【事業目的】
　体験型観光を推進することにより，滞在時間及び観光消費額の増大を図るもの

【事業内容】
　着地型体験コンテンツの創出，ポータルサイト構築等に係る業務委託

【主な経費の内訳】
　委託料：体験磨き上げ，プロモーション，ポータルサイト構築業務委託等

国県支出金 地方債 その他
9,870 0 0 0 9,870

【事業目的】
　観光施設を維持管理し，快適な観光地づくりを図るもの

【事業内容】
　公衆トイレ・市営駐車場等の維持管理，Wi-Fi設備管理に要する経費

【主な経費の内訳】
　委託料：公衆トイレ清掃委託，花壇管理委託，市営駐車場等指定管理料等
　使用料及び賃借料：駐車場用地等賃借料
　工事請負費：河上橋駐車場トイレ等解体工事費

目 02: 観光振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 06: 商工費
事業名

09: 体験プラットフォーム造成事業費
01: 体験プラットフォーム造成事業費

項 01: 商工費

目 03: 観光施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 06: 商工費
事業名

01: 観光施設管理費
01: 観光施設管理費

項 01: 商工費

観光交流係

観光交流係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,882 0 0 0 1,882

【事業目的】
　お茶街道ゆとり館の管理運営を行い，誘客促進を図るもの

【事業内容】
　施設管理及び運営管理に係る経費

【主な経費の内訳】
　需用費：施設一般修繕
　委託料：指定管理料

国県支出金 地方債 その他
2,755 0 0 2,000 755

【事業目的】
　西郷邸の管理運営を行い，誘客促進を図るもの

【事業内容】
　西郷邸庭園，邸宅等の日常的な管理に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：燃料費，光熱水費等
　委託料：樹木剪定委託，清掃委託等

款 06: 商工費
事業名

02: お茶街道ゆとり館管理運営費
01: お茶街道ゆとり館管理運営費

項 01: 商工費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 観光施設管理費

観光交流係

款 06: 商工費
事業名

03: 西郷邸管理運営費
01: 西郷邸管理運営費

項 01: 商工費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 観光施設管理費

観光交流係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
34,863 0 0 17,063 17,800

【事業目的】
　夢・風の里アグリランドえいの維持管理を行う。また，複合遊具の設置及び老朽化し
た屋外ステージ屋根の撤去を行い施設の良好な管理に努める。

【事業内容】
　施設の維持管理等に要する経費で，報酬，需用費，委託料，使用料，工事請負費等

【主な経費の内訳】
　報　　　酬：公園整備員２名の報酬
　需　用　費：光熱水費及び修繕料（管理棟屋根修繕料等）
　委　託　料：低木等管理委託料，高木等伐採委託料，浄化槽維持管理委託料，トイレ清
　　　　　　掃委託料，自家用電気工作物保安業務委託料
　使　用　料：NTT柱添架使用料
　工事請負費：複合遊具設置工事，屋外ステージ屋根撤去工事

国県支出金 地方債 その他
14,022 0 0 41 13,981

【事業目的】
　オートキャンプ森のかわなべの運営及び維持管理を行う。また，管理棟屋根・外壁改修
工事及び水源地のポンプ取替工事を行う。

【事業内容】
　施設の運営及び維持管理等に要する経費で，需用費，役務費，委託料，使用料，工事請
負費等

【主な経費の内訳】
　需　用　費：光熱水費，修繕料
　役　務　費：水質検査手数料
　委　託　料：指定管理料，施設維持補修委託料
　使用料及び賃借料：AED基本セット使用料
　工事請負費：管理棟屋根・外壁改修工事，水源地ポンプ取替工事

公園管理係

款 06: 商工費
事業名

05: オートキャンプ森のかわなべ管理費
01: オートキャンプ森のかわなべ管理費

款 06: 商工費
事業名

04: 夢・風の里アグリランドえい管理運営費
01: 夢・風の里アグリランドえい管理運営費

項 01: 商工費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 観光施設管理費

項 01: 商工費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 観光施設管理費

公園管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,447 0 0 2,855 1,592

【事業目的】
　三宅邸を体験型観光施設及び民泊施設として活用することにより，滞在時間・観光消費
額の拡大を図るもの

【事業内容】
　民泊施設運営に係る備品等購入及び庭園樹木管理委託等

【主な経費の内訳】
　委託料：樹木管理業務委託，消防設備設置委託
　工事請負費：内装改修工事費
　備品購入費：民泊用備品購入費

国県支出金 地方債 その他
15,775 0 0 1,698 14,077

【事業目的】
　イベント開催等によるにぎわいの創出，交流人口の増加，地域の活性化を図るもの

【事業内容】
　地域イベント開催に係る負担金及び補助金等

【主な経費の内訳】
　旅費：イベント開催に係る普通旅費
　負担金，補助及び交付金：イベント開催に係る事業負担金及び補助金

款 06: 商工費
事業名

07: 三宅邸管理運営費
01: 三宅邸管理運営費

項 01: 商工費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 観光施設管理費

観光交流係

款 06: 商工費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 商工費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 交流推進費

観光交流係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
38,427 40 16,000 10 22,377

【事業目的】
　建設課全般に関する一般経費

【事業内容】
　道路愛護作業，公用車及び道路台帳等の管理に要する経費及び，需用費等一般経費

【主な経費の内訳】
　報償費：道路愛護作業報奨金
　委託料：川辺ダムトイレ維持管理，道路台帳管理システム及び機器更新業務
　公有財産購入費：土地開発基金への繰入れ

国県支出金 地方債 その他
208,713 19,500 0 14,135 175,078

【事業目的】
　市道及び管理事務を移譲されている国県道（知覧地域）の適正な維持管理を図る。

【事業内容】
　市道等の維持管理に要する経費

【主な経費の内訳】
　報酬：道路維持管理作業に係る会計年度任用職員の報酬
　需用費：作業機械等の燃料費，修繕料等
　委託料：市道維持補修業務委託料
　工事請負費：舗装整備，側溝整備等（31路線）　
　備品購入費：公用車（２台）等

目 01: 土木総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 土木管理費

管理係

維持係

目 02: 道路橋りょう維持管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

01: 道路維持費
01: 道路維持費

項 02: 道路橋りょう費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
33,553 0 0 33,553 0

【事業目的】
　市道における通学児童や歩行者の交通安全対策を図り，安心安全な住環境の保全に努め
る。

【事業内容】
　通学路等の交通安全対策整備に要する経費

【主な経費の内訳】
　工事請負費：市道交通安全施設整備工事（９路線）

国県支出金 地方債 その他
179,713 0 175,500 0 4,213

【事業目的】
　市道整備により，交通体系整備と環境整備を図る。

【事業内容】
　小田線他９路線の道路整備に要する経費及び事務執行に係る需用費等一般経費

【主な経費の内訳】
　委託料：遠見ヶ尾君野線測量設計業務，積算・CADシステム保守業務
　工事請負費：小田線他６路線（道路改良舗装）
　公有財産購入費・補償，補填及び賠償金：小松ヶ尾線他５路線
　

予算額
特定財源

一般財源

款 07: 土木費
事業名

01: 市道単独整備事業費
01: 市道単独整備事業費

項 02: 道路橋りょう費

維持係

目 02: 道路橋りょう維持管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

02: 道路交通安全施設整備事業費
01: 道路交通安全施設整備事業費

項 02: 道路橋りょう費

目 03: 道路橋りょう整備事業費

土木係

-137-



【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
116,000 67,677 47,100 1,223 0

【事業目的】
　補助事業の市道整備により，市道の交通体系整備を図る。

【事業内容】
　番所線他２路線の整備に係る経費

【主な経費の内訳】
　委託料：瀬谷大野岳線保安林解除申請書作成業務
　工事請負費：番所線（改良），小原霜出線（改良），瀬谷大野岳線（改良）
　補償，補填及び賠償金：番所線（電柱及び畑かん移設）等

国県支出金 地方債 その他
251,000 147,120 97,300 6,580 0

【事業目的】
　市道橋，トンネルの補修工事及び定期点検により，道路施設の長寿命化を図る。

【事業内容】
　楠原橋他６橋の橋梁補修及び市内26橋の定期点検
　花園トンネルの補修設計

【主な経費の内訳】
　委託料：神薗橋他７橋，花園トンネルの補修設計業務委託，水成川跨線橋JR工事委託
　　　　　橋梁詳細点検
　工事請負費：楠原橋他５橋の補修工事

款 07: 土木費
事業名

02: 市道補助整備事業費
01: 市道補助整備事業費

項 02: 道路橋りょう費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 道路橋りょう整備事業費

土木係

款 07: 土木費
事業名

02: 市道補助整備事業費
02: 道路メンテナンス事業費

項 02: 道路橋りょう費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 道路橋りょう整備事業費

土木係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
20,000 0 0 20,000 0

【事業目的】
　広域的幹線道路である県道の整備により，交通体系の確立を図る。

【事業内容】
　主要地方道石垣加世田線他２路線の県道整備

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：県道整備に係る市町村負担金

国県支出金 地方債 その他
13,081 1,676 11,400 5 0

【事業目的】
　良好な河川環境の保全を図る。

【事業内容】
　河川愛護作業，水門及び樋門の維持管理に要する経費

【主な経費の内訳】
　報償費：河川愛護作業報奨金
　工事請負費：清水第１号他１樋門（開閉機更新）

款 07: 土木費
事業名

03: 県道整備事業費
01: 県道整備事業費

項 02: 道路橋りょう費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 道路橋りょう整備事業費

土木係

管理係

款 07: 土木費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 03: 河川費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 河川総務費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
14,606 0 12,300 0 2,306

【事業目的】
　準用河川等の適正な維持管理を図る。

【事業内容】
　河川の維持管理に要する経費

【主な経費の内訳】
　委託料：河川維持補修業務委託料
　工事請負費：河川維持工事（寄洲除去）(６河川）
　

国県支出金 地方債 その他
12,000 0 10,800 0 1,200

【事業目的】
　防災対策を実施することにより，土砂災害から住民の生命財産を守る。

【事業内容】
　県事業の急傾斜地崩壊対策事業　今村地区

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：急傾斜地崩壊対策事業　今村地区の市負担金

目 01: 河川総務費
予算額

特定財源
一般財源

維持係

款 07: 土木費
事業名

01: 急傾斜地崩壊対策事業費
01: 急傾斜地崩壊対策事業費

項 03: 河川費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 砂防費

款 07: 土木費
事業名

02: 河川維持費
01: 河川維持費

土木係

項 03: 河川費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,313 0 0 3 2,310

【事業目的】
　港湾管理に要する一般経費

【事業内容】
　港湾施設の維持管理に要する経費

【主な経費の内訳】
　委託料：長寿命化点検診断業務（松ヶ浦・東塩屋港）

国県支出金 地方債 その他
3,279 60 0 408 2,811

【事業目的】
　都市計画業務遂行のための一般経費

【事業内容】
　都市計画業務に要する経費で，委託料，各種協議会負担金等

【主な経費の内訳】
　委託料：都市下水路水門管理委託，都市計画システム構築業務委託
　負担金，補助及び交付金：都市計画協会負担金
　　　　　　　　　　　　　歴史的地区環境整備街路事業推進協議会負担金
　　　　　　　　　　　　　鹿児島県市町村街路事業促進協議会負担金

目 01: 都市計画総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

01: 一般経費
01: 都市計画関係費

項 05: 都市計画費

都市計画係

款 07: 土木費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 04: 港湾費

管理係

目 01: 港湾管理費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
602 0 0 0 602

【事業目的】
　公園管理全般に係る一般経費

【事業内容】
　公園の維持管理全般に要する経費で，需用費，役務費，負担金，公課費

【主な経費の内訳】
　需用費：公用車燃料費，公用車車検・修繕料等
　負担金，補助及び交付金：全国都市公園整備促進協議会負担金等

国県支出金 地方債 その他
7,511 2,300 0 0 5,211

【事業目的】
　景観に配慮したまちづくり及び観光振興のための景観計画に基づく重点地区指定の改定
を行う。

【事業内容】
　重点地区景観計画策定等に要する経費で時間外勤務手当，報償費，需用費，役務費，委
託料

【主な経費の内訳】
　職員手当等：ワークショップ開催に伴う時間外勤務手当
　報償費：重点地区ワークショップ，景観審議会委員等への出会謝礼
　需用費：アンケート用封筒印刷などの消耗品費
　委託料：重点地区指定に伴う資料作成等の業務委託

款 07: 土木費
事業名

01: 一般経費
03: 景観計画策定事業費

項 05: 都市計画費

都市計画係

目 01: 都市計画総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

01: 一般経費
02: 公園関係費

項 05: 都市計画費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 都市計画総務費

公園管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,000 0 0 0 1,000

【事業目的】
　景観計画に基づき，市内全域を対象とした景観改善等を行う団体に助成を行い，景観改
善を推進する。

【事業内容】
　地域景観計画策定に向けて取り組む団体等に助成を行う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：
　　　景観推進事業：地域景観計画の作成に要する費用に補助する　２地区
　　　景観改善事業：地域景観計画作成に取り組んでいる団体への景観整備に補助する
　　　　　　　　　２箇所
　　　屋外広告物改修等事業：不適格な屋外広告物の改修又は色彩の変更を行う費用に
　　　　　　　　　補助する　２箇所

国県支出金 地方債 その他
3,770 0 0 3 3,767

【事業目的】
　４都市公園の維持管理を行う。

【事業内容】
　都市公園の維持管理に要する経費で，需用費，役務費，委託料，賃借料，原材料費

【主な経費の内訳】
　需用費：消耗品費及び修繕料，光熱水費（西塩屋公園・両添公園）
　委託料：清掃委託料（西塩屋公園）
　　　　　高木管理・支障木伐採委託料，施設維持補修委託料
　使用料及び賃借料：施設維持補修用機械借上げ料
　原材料費：施設維持補修用原材料費　

目 01: 都市計画総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

01: 一般経費
04: 景観まちづくり推進事業費

項 05: 都市計画費

都市計画係
01: 都市公園管理費
01: 都市公園管理費

項 05: 都市計画費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 公園施設管理費

款 07: 土木費
事業名

公園管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
64,366 31,500 23,700 6,500 2,666

【事業目的】
　防災・安全社会資本整備総合交付金事業（都市公園長寿命化）によって施設の延命化を
図る。

【事業内容】
　施設の更新・改修に要する経費で，工事請負費

【主な経費の内訳】
　工事請負費：諏訪運動公園陸上競技場LED改修工事，知覧平和公園遊具更新工事，知覧
　　　　　　平和公園多目的球場バックネット改修工事，頴娃運動公園外灯更新工事

国県支出金 地方債 その他
18,675 0 0 662 18,013

【事業目的】
　普通公園の維持管理等を行う。

【事業内容】
　普通公園の維持管理等に要する経費で，需用費，役務費，委託料，賃借料，工事請負費，
原材料費

【主な経費の内訳】
　需　用　費：トイレ消耗品費，光熱水費，各普通公園の施設修繕料
　委　託　料：指定管理料，浄化槽維持管理委託料，トイレ清掃委託料，低木及び芝生等
　　　　　　管理委託料，施設維持補修委託料，南野元住宅団地公園排水対策委託料等
　使用料及び賃借料：松ヶ浦シーサイドパーク土地賃借料，支障木伐採機械借上げ料
　工事請負費：大野岳公園送水ポンプ更新工事

目 02: 公園施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

01: 都市公園管理費
03: 防災・安全社会資本整備交付金事業費

項 05: 都市計画費

款 07: 土木費
事業名

02: 普通公園管理費
01: 普通公園管理費

項 05: 都市計画費

公園管理係

公園管理係

目 02: 公園施設管理費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
20,748 0 0 1,142 19,606

【事業目的】
　岩屋公園の維持管理及びキャンプ施設の運営を行う。

【事業内容】
　施設の運営及び維持管理に要する修繕料，委託料

【主な経費の内訳】
　需用費：岩屋公園桜の屋形デッキ等修繕料　
　委託料：指定管理料，中低木及び芝生等管理委託料，岩屋公園桜テングス病枝除去委託
　　　　料，桜の屋形周辺伐採委託料

国県支出金 地方債 その他
11,126 0 0 3,989 7,137

【事業目的】
　清水ツーリズムの里（岩屋公園キャンプ施設）の維持管理及び老朽化した施設の改修等
を行う。

【事業内容】
　キャンプ施設の維持管理等に要する経費で，委託料，使用料，工事請負費，負担金

【主な経費の内訳】
　委　託　料：流水プール河床整地委託料，施設維持補修委託料
　使用料及び賃借料：AED基本セット使用料
　工事請負費：岩屋公園キャンプ場ロッジ外壁等塗装改修工事（２棟），岩屋公園管理
　　　　　　棟屋根・外壁改修工事

目 02: 公園施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

03: 岩屋公園等管理費
01: 岩屋公園等管理費

項 05: 都市計画費

目 02: 公園施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

事業名
04: 清水ツーリズムの里管理費
01: 清水ツーリズムの里管理費

項 05: 都市計画費

公園管理係

款 07: 土木費

公園管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6,912 0 0 10 6,902

【事業目的】
　塘之池公園の維持管理及び桜の樹勢回復を行う。

【事業内容】
　施設の維持管理に要する経費で，需用費，役務費，委託料

【主な経費の内訳】
　需用費：光熱水費
　委託料：浄化槽維持管理委託料，トイレ清掃委託料，中低木及び芝生管理委託料，桜土
　　　　壌改良業務委託料

国県支出金 地方債 その他
4,755 0 0 0 4,755

【事業目的】
　市内の公園や公共施設での管理運営の改善を進め効率な管理運営の仕組み作りを行う。
　また，番所公園で行われている地域と行政が連携した公園運営をさらに推し進め，旧
番所会館の解体後の公園利活用を図る。

【事業内容】
　市内公園の今後の管理運営について仕組み作りを策定する。

【主な経費の内訳】
　報酬：地域おこし協力隊１名
　負担金，補助及び交付金：研修会参加等

公園管理係

款

款 07: 土木費
事業名

05: 塘之池公園管理費
01: 塘之池公園管理費

項 05: 都市計画費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 公園施設管理費

07: 土木費
事業名

07: 地域おこし協力隊設置事業費
01: 地域おこし協力隊設置事業費

項 05: 都市計画費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 公園施設管理費

公園管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
14,000 7,000 0 7,000 0

【事業目的】
　番所公園の公園理念を「遊べる公園」「稼げる公園」「つながる公園」として，公民
連携によるパークマネジメントの基盤となるコミュニティづくりを行うことで，公園運営
や地域の担い手を創出するとともに，運営体制の構築と持続可能な公園運営の仕組みづく
りを行う。

【事業内容】
　1．パークマネジメント組織体制構築事業　２．公園コンテンツ創出事業　３．シェア
　スペース・拠点整備事業　４．デジタル化推進・情報発信事業　５．域内プロジェクト
　連携強化事業

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：「番所公園」地域活力創出事業補助金一式（ソフト）

国県支出金 地方債 その他
39,690 1,590 0 9,797 28,303

【事業目的】
　街路事業で整備した路線の適正な維持管理を行い，景観形成の向上に努める。

【事業内容】
　維持管理作業に要する経費で，作業員報酬費（整備員１名，作業員２名），需用費，
街路樹木管理業務委託等

【主な経費の内訳】
　需用費：公用車２台（ロードスイーパー，２tダンプ）の車検修繕料
　委託料：頴娃本通線ほか10路線等の街路樹木管理業務委託等
　　　　　カミキリムシ防除業務委託等
　備品購入費：刈払機１台，チェンソー１台，３ｔトラッククレーン１台の購入費
　　　　

目 03: 街路事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

01: 街路維持費
01: 街路維持費

項 05: 都市計画費

目 02: 公園施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

08: 「番所公園」の活用による地域活力創出事業費
01: 「番所公園」の活用による地域活力創出事業費

項 05: 都市計画費

公園管理係

都市計画係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
82,355 0 0 0 82,355

【事業目的】
　一般会計から公共下水道事業会計への繰出金

【事業内容】
　公共下水道事業に係る起債の元金，利子償還金等に要する経費

国県支出金 地方債 その他
8,000 4,000 0 0 4,000

【事業目的】
　防災上の観点から戦時中に築造された特殊地下壕の埋戻工事を行い，陥没による事故を
未然に防ぐ。

【事業内容】
　壕の埋戻し等の工事請負費

【主な経費の内訳】
　工事請負費：第２飯野地区（国庫補助事業）

都市計画係

目 05: 都市防災事業費
予算額

特定財源

目 04: 公共下水道事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

01: 公共下水道事業会計繰出金
01: 公共下水道事業会計繰出金

項 05: 都市計画費

業務係

一般財源

款 07: 土木費
事業名

01: 特殊地下壕対策事業費
01: 特殊地下壕対策事業費

項 05: 都市計画費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
876 114 0 0 762

【事業目的】
　建築行政事務に係る一般事務経費

【事業内容】
　建築行政に関する事務，建築確認申請等の進達事務及び市有建築物の建築・営繕業務に
要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：建築行政事務に伴う消耗品費及び公用車の燃料費・修繕料等
　使用料及び賃借料：公用車リース料
　負担金，補助及び交付金：県建築・住宅行政連絡協議会負担金
　　　　　　　　          建築技術講習会等負担金，全日本建設技術協会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国県支出金 地方債 その他
42,003 0 0 42,003 0

【事業目的】
　市営住宅の適正な維持管理を図る。

【事業内容】
　市営住宅（637戸）の建物修繕料，共用施設管理に伴う光熱水費及び委託料，地域活性
化住宅建物借上料等の維持管理に係る経費

【主な経費の内訳】
　需用費：住宅建物等修繕及び共用施設に係る光熱水費等
　委託料：浄化槽維持管理委託，樹木剪定委託，シロアリ及び樹木害虫駆除委託，
　　　　　草払い集草処分委託，清掃業務委託等
　使用料及び賃借料：地域活性化住宅借上料（４団地８戸）等

款 07: 土木費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 06: 建築費

建築係

目 01: 建築総務費
予算額

特定財源
一般財源

市営住宅係

目 02: 住宅管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

01: 住宅管理費
01: 住宅管理費

項 07: 住宅費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
27,997 0 0 0 27,997

【事業目的】
　市営住宅の整備・改修を行い良好な住環境の整備を図る。

【事業内容】
　市営住宅の整備・改修に要する経費で，建物等の工事請負費等

【主な経費の内訳】
　工事請負費：①一般有木住宅解体工事（１棟１戸）
　　　　　　　②一般永里団地屋根及び外壁改修工事（５棟９戸）
　補償，補填及び賠償金：牧之内公営住宅建替移転（１戸）

国県支出金 地方債 その他
63,615 30,873 32,700 0 42

【事業目的】
　交付金事業を活用して市営住宅の整備・改修を行うことで豊かな住環境の整備を図る。

【事業内容】
　社会資本整備総合交付金事業による市営住宅の整備・改修に要する経費で，実施設計業
務委託及び改修工事請負費等

【主な経費の内訳】
　牧之内団地公営住宅建替事業関連
　　委託料　　：８・９・10号棟新築工事実施設計業務委託
　川辺松山団地公営・特公賃住宅関連
　　委託料　　：外壁改修その他工事監理業務委託
　　工事請負費：外壁改修その他工事（RC３階建３棟27戸)

款 07: 土木費
事業名

02: 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援）事業費
01: 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援）事業費

項 07: 住宅費

市営住宅係

市営住宅係

目 03: 住宅整備費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 住宅整備費
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 土木費
事業名

01: 住宅整備事業費
01: 住宅整備事業費

項 07: 住宅費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6 0 0 0 6

【事業目的】
　学校施設整備及び営繕に係る事務

【事業内容】
　学校施設整備及び営繕に係る事務経費

【主な経費の内訳】
　需用費：消耗品費　書籍等消耗品の購入

国県支出金 地方債 その他
17,796 0 0 0 17,796

【事業目的】
　消防業務に係る一般経費

【事業内容】
　消防委員会，消防出初式等の消防業務に係る経費及び各種協議会負担金

【主な経費の内訳】
　報酬：出初式出動報酬（消防団員用）等
　負担金，補助及び交付金：県市町村総合事務組合消防補償等負担金，県消防協会負担
　　　　　　　　　　　　金，県消防協会川辺支部負担金，県水難救済会負担金

目 01: 消防総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 08: 消防費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 消防費

消防係

款 07: 土木費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 08: 施設整備費

目 01: 施設整備総務費
予算額

特定財源
一般財源

学校営繕係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
829,779 226 83,800 0 745,753

【事業目的】
　常備消防業務に係る一般経費

【事業内容】
　指宿南九州消防組合の管理費や消防車両更新等に係る普通負担金及び職員給与・共済掛
金等の人件費に係る特定負担金

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：指宿南九州消防組合負担金

国県支出金 地方債 その他
12,571 5,250 0 0 7,321

【事業目的】
　空家等対策の推進に関する特別措置法施行に伴う危険空家除却の促進を図る。

【事業内容】
　南九州市空家等対策協議会の開催及び特定空家等の解体補助に要する経費

【主な経費の内訳】
　報酬：南九州市空家等対策協議会委員報酬
　旅費：南九州市空家等対策協議会委員費用弁償
　委託料：緊急安全措置委託等
　負担金，補助及び交付金：南九州市空家等適正管理支援事業費補助金
　　　　　　　　　　　　　（事業費の1/3　限度額30万円）

款 08: 消防費
事業名

02: 広域消防組合費
01: 広域消防組合費

項 01: 消防費

目 01: 消防総務費
予算額

特定財源
一般財源

消防係

目 01: 消防総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 08: 消防費
事業名

03: 空家等対策事業費
01: 空家等対策事業費

項 01: 消防費

建築係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
82,706 0 0 2,296 80,410

【事業目的】
　地域に密着して活動する消防団員に係る一般経費

【事業内容】
　報酬や服装整備，研修，消防学校入校に係る経費

【主な経費の内訳】
　報酬：消防団員（年額報酬・出動報酬）
　使用料及び賃借料：女性消防団研修バス借上げ料
　負担金，補助及び交付金：研修会負担金（消防学校教材費）

国県支出金 地方債 その他
12,133 0 0 0 12,133

【事業目的】
　操法大会を開催するための経費

【事業内容】
　市操法大会，川辺支部操法大会，県操法大会に係る経費

【主な経費の内訳】
　報酬：出動報酬（市操法大会，川辺支部操法大会，県操法大会）
　報償費：市操法大会用
　使用料及び賃借料：県操法大会バス借上げ料

目 02: 非常備消防費
予算額

特定財源
一般財源

款 08: 消防費
事業名

01: 消防団員費
01: 消防団員費

項 01: 消防費

消防係

目 02: 非常備消防費
予算額

特定財源
一般財源

款 08: 消防費
事業名

02: 消防関係大会費
01: 消防関係大会費

項 01: 消防費

消防係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
141,033 7,516 76,000 29,701 27,816

【事業目的】
　消防施設等の維持・管理を行い，消防体制の整備充実を図る。

【事業内容】
　消防団車庫，車両，資機材等の整備や消防水利等の維持管理に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：消防団車両等（20台）の車検及び防火水槽蓋板修繕等
　委託料：浄化槽維持管理，消火栓移設業務委託等
　工事請負費：川辺分遣所解体工事，川辺分遣所跡駐車場整備工事
　　　　　　　防火水槽新設工事２基，防火水槽撤去工事１基　他
　備品購入費：消防ポンプ自動車２台，角型組立水槽４基
　　　　　　　救命ボート１台，排水ポンプ１台，救命胴衣10着　他　
　

国県支出金 地方債 その他
44,136 0 0 10,219 33,917

【事業目的】
　災害対策に係る一般経費

【事業内容】
　防災会議・防災訓練・災害警戒等防災対策に要する経費のほか，防災行政無線に係る保
守点検等の維持管理費に要する経費，その他各種協議会への負担金

【主な経費の内訳】
　職員手当等：災害関連時間外勤務手当等
　役務費：防災行政無線操作卓用NTT回線使用料
　　　　　災害対策費用保険
　委託料：防災無線保守点検業務委託，防災ハザードマップシステム運用保守　他
　負担金，補助及び交付金：各種協議会等負担金，自主防災組織資機材購入費補助金

消防係

目 03: 消防施設費
予算額

特定財源
一般財源

款 08: 消防費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 消防費

交通防災係

目 04: 災害対策費
予算額

特定財源
一般財源

款 08: 消防費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 消防費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,004 0 0 0 1,004

【事業目的】
　水防対策業務に係る一般経費

【事業内容】
　水害の発生時等に対応する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：水防用資機材購入
　委託料：災害復旧業務委託契約に基づく委託費用
　原材料費：大型土のう，シラス等の購入

国県支出金 地方債 その他
2,262 0 0 0 2,262

【事業目的】
　教育委員会の適切な運営維持を図る。

【事業内容】
　定例及び臨時の教育委員会の開催，関係機関の研修会や総会，学校訪問，入学式等各種
行事への出会

【主な経費の内訳】
　報酬：教育委員４名分の報酬
　旅費：各種研修会，委員会，学校訪問等の費用弁償
　負担金，補助及び交付金：南薩地区教育委員会連絡協議会負担金等

交通防災係

目 05: 水防費
予算額

特定財源
一般財源

款 08: 消防費
事業名

01: 水防費
01: 水防費

項 01: 消防費

款 09: 教育費
事業名

01: 教育委員会費
01: 教育委員会費

項 01: 教育総務費

総務係

目 01: 教育委員会費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
49,672 2,720 0 0 46,952

【事業目的】
　教育委員会全般の庶務及び教育総務課所管事務の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　教育委員会内会計年度任用職員の共済費，報酬，教育長旅費及び幼稚園給付金の交付等

【主な経費の内訳】
　共済費：会計年度任用職員の社会保険料（61人），雇用保険料（81人）
　報　酬：会計年度任用職員（職員代替の学校主事）10人分の報酬
　需用費：公用車車検及び一般修繕
　負担金，補助及び交付金：各種研究大会参加負担金，県学校図書館協議会負担金，
　　　　　　　　　　　　　私立幼稚園給付金等

国県支出金 地方債 その他
1,876 0 0 0 1,876

【事業目的】
　学校再編に伴い閉校となった学校の跡地活用が決定するまでの管理を行う。

【事業内容】
　学校再編に伴い閉校となった学校の維持管理に要する経費で消防設備点検，浄化
槽維持管理委託料，校内除草作業委託料等

【主な経費の内訳】
　需用費：電気料，水道料，建物修繕料等
　役務費：浄化槽法定検査手数料，消防設備点検手数料
　委託料：浄化槽保守点検，校内除草作業に係る業務委託等

総務係

目 02: 教育総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

03: 一般経費
01: 総務係関係

項 01: 教育総務費

款 09: 教育費
事業名

03: 一般経費
02: 閉校施設管理費

項 01: 教育総務費

総務係

目 02: 教育総務費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
31,487 0 0 855 30,632

【事業目的】
　学校教育課所管の他の事業に属さない一般経費

【事業内容】
　学校教育課所管に係る一般経費のほか，学校医報酬，児童生徒及び教職員の健康診
断，学校行事バス借上料，各種研修会謝金等

【主な経費の内訳】
　報　酬：学校医報酬
  委託料：児童・生徒及び教職員等健康診断委託料
　負担金，補助及び交付金：南薩地区中学校体育連盟負担金等

国県支出金 地方債 その他
76 0 0 0 76

【事業目的】
　教育委員会の諮問に応じ奨学生の選考に関する事項を審議する。

【事業内容】
　奨学生選考委員会の開催(市議１人，民生委員３人，PTA役員３人，中学校長３人，
計10人)

【主な経費の内訳】
　奨学生選考委員会開催に伴う委員の報酬及び費用弁償

総務係

款 09: 教育費
事業名

04: 奨学生選考委員会費
01: 奨学生選考委員会費

項 01: 教育総務費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 教育総務費

款 09: 教育費
事業名

03: 一般経費
03: 学校教育係関係

項 01: 教育総務費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 教育総務費

学校教育係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
918 0 0 0 918

【事業目的】
　就学時健康診断を実施し，教育支援委員会を開催して，適切な就学指導を行う。

【事業内容】
　就学時健康診断や教育支援委員会開催に要する経費

【主な経費の内訳】
　報酬：教育支援委員報酬
　報償費：就学時健康診断医師報償費
　備品購入費：オージオメーター，視力計

国県支出金 地方債 その他
15,840 0 0 0 15,840

【事業目的】
　外国語指導助手(ＡＬＴ)を配置し，幼稚園及び小・中学校での国際理解教育及び
英語教育の充実を図る。

【事業内容】
　外国語指導助手(ＡＬＴ)雇用に係る派遣委託料

【主な経費の内訳】
　委託料：ＡＬＴ派遣委託料

款 09: 教育費
事業名

05: 就学指導事業費
01: 就学指導事業費

項 01: 教育総務費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 教育総務費

学校教育係

款 09: 教育費
事業名

06: 外国語指導助手設置費
01: 外国語指導助手設置費

項 01: 教育総務費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 教育総務費

学校教育係

-158-



【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,040 0 0 4,040 0

【事業目的】
　児童生徒による俳句作りを通した心の教育の推進を行う。

【事業内容】
　俳句審査員報償費，作品集印刷製本費，新聞広告料等

【主な経費の内訳】
　報償費：俳句審査謝礼，受賞者へのトロフィー等
　役務費：一次審査用作品送料，作品集・賞状発送等
　委託料：福永耕二賞句碑プレート取替委託

国県支出金 地方債 その他
2,424 0 0 0 2,424

【事業目的】
　不登校児童生徒の学校復帰を目指して，集団生活への適応，情緒の安定，基礎学力
の補充，基本的生活習慣の改善を図る。

【事業内容】
　指導員雇用に係る報酬，消耗品費

【主な経費の内訳】
　報酬：適応指導教室指導員報酬
　需用費：消耗品費
　役務費：電話料

款 09: 教育費
事業名

07: かわなべ青の俳句大会費
01: かわなべ青の俳句大会費

項 01: 教育総務費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 教育総務費

学校教育係

款 09: 教育費
事業名

08: 適応指導教室設置費
01: 適応指導教室設置費

項 01: 教育総務費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 教育総務費

学校教育係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
527 0 0 0 527

【事業目的】
　いじめ問題専門委員会及びいじめ問題対策連絡協議会を設置し，いじめ防止等の対策や
問題解決を図る。

【事業内容】
　いじめ問題専門委員会委員の報酬やいじめ問題対策連絡協議会委員の報償費

【主な経費の内訳】
　報酬：いじめ問題専門委員会委員報酬
　報償費：いじめ問題対策連絡協議会委員報償費

国県支出金 地方債 その他
752 430 0 0 322

【事業目的】
　学校や通学路における子供の安全を確保する。

【事業内容】
　スクールガード・リーダーによる学校の巡回指導と評価の実施

【主な経費の内容】
　報償費：スクールガード･リーダー報償
　需用費：スクールガード･リーダー活動消耗品
　役務費：スクールガード･リーダー保険料
　
　

款 09: 教育費
事業名

09: いじめ問題対策事業費
01: いじめ問題対策事業費

項 01: 教育総務費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 教育総務費

学校教育係

款 09: 教育費
事業名

12: 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業
01: 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

項 01: 教育総務費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 教育総務費

学校教育係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,530 0 0 5,530 0

【事業目的】
　共済（教職員）住宅の維持管理を行い，住環境の整備保持を図る。

【事業内容】
　共済住宅47戸の修繕及び剪定等の維持管理経費

【主な経費の内訳】
　需用費：給排水衛生設備，電気設備，その他施設修繕等
　委託料：生垣剪定，害虫駆除
　

国県支出金 地方債 その他
96,622 0 0 1,585 95,037

【事業目的】
　小学校17校の運営管理及び教育環境の充実を図る。

【事業内容】
　各学校の運営に要する事務用品をはじめ光熱水費，電話料，警備委託等

【主な経費の内訳】
　報　酬：会計年度任用職員（学校司書）10人分の報酬
　需用費：各学校の各種事務用品及び電気料，水道料，備品修繕料等
　役務費：郵便料，電話料，水質検査等
　委託料：校舎警備委託，ごみ収集委託，環境整備委託等
　使用料及び賃借料：複写機使用料，印刷機リース料等
　負担金，補助及び交付金：共同アンテナ維持負担金

総務係

総務係

款 09: 教育費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 02: 小学校費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 学校管理費

款 09: 教育費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 01: 教育総務費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 学校共済住宅費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
21,943 8,321 0 0 13,622

【事業目的】
　小学校遠距離通学児童の通学時の安全確保及び負担軽減を図る。

【事業内容】
　青戸新牧地区，高田長谷地区，神殿地区，田代地区，手蓑地区，松原地区の児童のスク
ールバス運行経費

【主な経費の内訳】
　委託料：新牧地区児童輸送業務委託（平日運行分），土曜運行委託（土曜運行分）
　　　　　高田小学校遠距離通学児童輸送業務委託（平日及び土曜運行分）
　　　　　川辺小学校（神殿・田代地区）スクールバス運行委託（平日及び土曜運行分）
　　　　　知覧小学校（手蓑地区）遠距離通学児童輸送業務委託（平日及び土曜運行分）
　　　　　別府小学校（松原地区）遠距離通学児童輸送業務委託（平日及び土曜運行分）

国県支出金 地方債 その他
1,158 0 0 0 1,158

【事業目的】
　浮辺小学校と霜出小学校が令和５年４月に再編されることに伴い，交流学習や閉校記念
行事等を行う。

【事業内容】
　閉校式に要する経費や，閉校記念事業・学用品等購入の補助金，交流学習に要するバス
借上げ料等

【主な経費の内訳】
　需用費：消耗品及びパンフレット印刷
　使用料及び賃借料：浮辺小学校と霜出小学校の交流学習バス借上げ料
　負担金，補助及び交付金：閉校記念事業補助金・学用品等購入補助金

款 09: 教育費
事業名

03: スクールバス運行経費
01: スクールバス運行経費

項 02: 小学校費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 学校管理費

総務係

款 09: 教育費
事業名

04: 浮辺小学校再編関係事業費
01: 浮辺小学校再編関係事業費

項 02: 小学校費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 学校管理費

総務係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
178,604 659 0 27,233 150,712

【事業目的】
　小学校における人材活用や特別支援教育の充実，教材備品等の整備，情報教育の充
実を図る。

【事業内容】
　人材活用事業講師謝金，特別支援教育支援員報酬，校務系ノートパソコン及びタブレッ
ト端末・電子黒板・校務支援システムリース料，就学援助費，特別支援教育奨励費等

【主な経費の内訳】
　需用費：各小学校教材消耗品費，教材備品・PC等修繕料
　使用料及び賃借料：各種パソコン等リース，校務支援システム
　備品購入費：各小学校備品購入費
　扶助費：要保護及び準要保護児童の就学援助費等

国県支出金 地方債 その他
1,969 0 0 1,969 0

【事業目的】
　各学校の特色ある教育活動の充実を支援する。

【事業内容】
　特色ある教育活動のための消耗品購入

【主な経費の内訳】
　需用費：消耗品費

学校教育係

目 02: 教育振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

01: 小学校教育振興事業費
02: 学びのグレードアップ３か年プロジェクト事業費

項 02: 小学校費

学校教育係

款 09: 教育費
事業名

01: 小学校教育振興事業費
01: 小学校教育振興事業費

項 02: 小学校費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 教育振興費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
21,639 0 0 21,639 0

【事業目的】
　プログラミング教材やＷＥＢ会議システム等，ＩＣＴ関連の機器を最大限に生かし，学
力の向上はもとより児童生徒の情報活用能力の向上を図る。

【事業内容】
　プログラミング教材の導入やＩＣＴ等の運用支援，オンライン授業に係る授業目的公
衆送信補償金，Wi-Fiルータ賃借等

【主な経費の内訳】
　委託料：プログラミング教育推進事業業務委託，ＩＣＴ運用支援業務委託
　使用料及び賃借料：授業目的公衆送信補償金，50GBルータレンタル

国県支出金 地方債 その他
112,455 24,000 24,500 13,936 50,019

【事業目的】
　小学校17校の施設における環境整備を図る。

【事業内容】
　学校施設の工事，修繕及び浄化槽等各種保守点検委託等

【主な経費の内訳】
　需　用　費：電気設備，給排水衛生設備，消防設備，その他施設設備の修繕等
　委　託　料：浄化槽保守委託，プールろ過機保守点検委託，電気保安業務委託等
　工事請負費：施設バリアフリー化工事，屋内運動場ＬＥＤ化工事，トイレ洋式化工事

予算額
特定財源

一般財源

款 09: 教育費
事業名

01: 小学校施設管理費
01: 小学校施設管理費

項 02: 小学校費

目 03: 学校施設整備事業費

学校教育係

目 02: 教育振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

02: 小学校ICT推進事業費
01: 小学校ICT推進事業費

項 02: 小学校費

総務係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,330 0 0 5,330 0

【事業目的】
　大規模校について，校内のLANを拡充整備することにより，安定した通信環境を確保す
る。

【事業内容】
　校内アクセスポイントの増設・移設
　
【主な経費の内訳】
　委託料：校内LAN拡充整備業務委託

国県支出金 地方債 その他
32,071 0 0 140 31,931

【事業目的】
　中学校３校の運営管理及び教育環境の充実を図る。

【事業内容】
　各学校の運営に要する事務用品をはじめ光熱水費，電話料，警備委託，通学用自転車購
入補助金等

【主な経費の内訳】
　報　酬：会計年度任用職員（学校司書）３人分の報酬
　需用費：各学校の各種事務用品及び電気料，水道料，一般修繕料等
　委託料：校舎警備委託，ごみ収集委託，環境整備委託等
　使用料及び賃借料：複写機使用料，印刷機リース料等
　負担金，補助及び交付金：通学用自転車購入補助金

予算額
特定財源

一般財源

款 09: 教育費
事業名

01: 小学校施設管理費
04: 小学校校内LAN拡充整備事業費

項 02: 小学校費

款 09: 教育費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 03: 中学校費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 学校管理費

学校教育係

目 03: 学校施設整備事業費

総務係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
116,292 23,740 0 0 92,552

【事業目的】
　中学校遠距離通学生徒の通学時の安全確保及び負担軽減を図る。

【事業内容】
　頴娃中学校，知覧中学校，川辺中学校のスクールバス運行経費

【主な経費の内訳】
　委託料：頴娃中学校スクールバス運行業務委託
　　　　　知覧中学校スクールバス運行業務委託
　　　　　川辺中学校スクールバス運行業務委託

国県支出金 地方債 その他
8,141 0 0 0 8,141

【事業目的】
　児童生徒の悩みを本人，保護者及び学校だけで抱え込まないように，教育相談員等
を配置することにより，相談活動の充実を図る。

【事業内容】
　教育相談員，スクールソーシャルワーカー及び子ども相談センターアドバイザーの採用

【主な経費の内訳】
　報　酬：教育相談員
　報償費：スクールソーシャルワーカー，子ども相談センターアドバイザー

款 09: 教育費
事業名

03: スクールバス運行経費
01: スクールバス運行経費

項 03: 中学校費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 学校管理費

総務係

款 09: 教育費
事業名

04: 教育相談員等配置事業費
01: 教育相談員等配置事業費

項 03: 中学校費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 学校管理費

学校教育係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
65,477 386 0 13,638 51,453

【事業目的】
　中学校における特別支援教育の充実，教材備品等の整備，情報教育の充実を図る。

【事業内容】
　特別支援教育支援員報酬，校務系パソコン及びタブレット端末・電子黒板・校務支援シ
ステムリース料，就学援助費，特別支援教育奨励費等

【主な経費の内訳】
　需用費：各中学校教材消耗品費，教材備品・PC等修繕料
　委託料：知能検査等業務委託料
　使用料及び賃借料：各種パソコン等リース，校務支援システム
　備品購入費：各中学校備品購入費
　扶助費：要保護及び準要保護生徒の就学援助費等

国県支出金 地方債 その他
913 0 0 913 0

【事業目的】
　各学校の特色ある教育活動の充実を支援する。

【事業内容】
　特色ある教育活動のための消耗品購入

【主な経費の内訳】
　需用費：消耗品費

款 09: 教育費
事業名

01: 中学校教育振興事業費
03: 学びのグレードアップ３か年プロジェクト事業費

項 03: 中学校費

学校教育係

目 02: 教育振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

01: 中学校教育振興事業費
01: 中学校教育振興事業費

項 03: 中学校費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 教育振興費

学校教育係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,997 0 0 1,997 0

【事業目的】
　生徒が自らの生き方を考え，主体的に進路を選択できるよう著名人による講演会を開催
し，キャリア教育の推進を図る。

【事業内容】
　中学生を対象とした講演会の開催

【主な経費の内訳】
　委託料：講師派遣委託
　使用料及び賃借料：バス借上料

国県支出金 地方債 その他
10,337 0 0 10,337 0

【事業目的】
　オンライン教材や授業支援クラウド等，ＩＣＴ関連の機器等を最大限に生かし，学力の
向上はもとより児童生徒の情報活用能力の向上を図る。

【事業内容】
　オンラインドリル，授業支援クラウドの導入やＩＣＴの運用支援，オンライン授業に係
る授業目的公衆送信補償金，Wi-Fiルータ賃借等

【主な経費の内訳】
　委託料：ＩＣＴ運用支援業務委託
　使用料及び賃借料：オンラインドリルライセンス使用料（１年分）
　　　　　　　　　　授業支援クラウドライセンス使用料（５年分）
　　　　　　　　　　授業目的公衆送信補償金（著作物使用料）

目 02: 教育振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

02: キャリア教育「夢の懸け橋」事業費
01: キャリア教育「夢の懸け橋」事業費

項 03: 中学校費

目 02: 教育振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

07: 中学校ICT推進事業費
01: 中学校ICT推進事業費

項 03: 中学校費

学校教育係

学校教育係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
230,061 45,811 131,200 25,524 27,526

【事業目的】
　中学校３校の施設における環境整備を図る。

【事業内容】
　学校施設の工事，修繕及び浄化槽等各種保守点検委託等

【主な経費の内訳】
　需　用　費：電気設備，給排水衛生設備，消防設備，その他施設修繕等
　委　託　料：浄化槽保守委託，昇降機保守委託，電気保安業務委託等
　　　　　　　川辺中学校既存施設改修工事監理業務委託
　工事請負費：長寿命化改修工事，屋内運動場ＬＥＤ化工事等
　　　　　　　　

国県支出金 地方債 その他
4,347 0 0 4,347 0

【事業目的】
　校内のLANを拡充整備することにより，安定した通信環境を確保する。

【事業内容】
　校内アクセスポイントの増設・移設
　
【主な経費の内訳】
　委託料：校内LAN拡充整備業務委託

予算額
特定財源

一般財源

款 09: 教育費
事業名

01: 中学校施設管理費
04: 中学校校内LAN拡充整備事業費

項 03: 中学校費

学校教育係

款 09: 教育費
事業名

01: 中学校施設管理費
01: 中学校施設管理費

項 03: 中学校費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 学校施設整備事業費

総務係

目 03: 学校施設整備事業費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6,767 0 0 175 6,592

【事業目的】
　幼稚園２園の運営管理及び教育環境の充実を図る。

【事業内容】
　各園の運営に要する園医等報酬，事務用品，光熱水費及び施設環境整備等

【主な経費の内訳】
　報　　　酬：園医，会計年度任用職員（特別支援教育支援員）の報酬
　需　用　費：各園の一般事務用品及び電気料，水道料，一般修繕料等
　委　託　料：樹木剪定業務委託，浄化槽保守点検委託，空気環境検査委託等

国県支出金 地方債 その他
5,359 0 0 0 5,359

【事業目的】
　社会教育全般に要する経費

【事業内容】
　社会教育委員等の報酬・旅費，事務消耗品費　等

【主な経費の内訳】
　報酬：社会教育指導員３人，社会教育委員10人，青少年問題協議会７人
　職員手当等；社会教育指導員３人
　旅費：社会教育委員15人，青少年問題協議会10人，社会教育指導員３人
　需用費：社教情報，事務用消耗品等

目 01: 社会教育総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 05: 社会教育費

社会教育係

款 09: 教育費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 04: 幼稚園費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 幼稚園管理費

総務係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,560 0 0 480 2,080

【事業目的】
　社会教育推進体制の充実及び社会教育関係団体との連携に要する一般経費

【事業内容】
　各種研修会等の報償費・旅費，成人式開催経費，社会教育団体補助金等

【主な経費の内訳】
　報償費：成人式記念品代，各種研修会出会謝礼
　旅　費：各種研修会等旅費
　需用費：成人式用生花代，成人式案内状用窓空き封筒等
　役務費：成人式案内状用切手代
　備品購入費：視聴覚ライブラリー教材
　負担金，補助及び交付金：各種社会教育関係団体補助金，地区社会教育振興会負担金等

国県支出金 地方債 その他
4,921 0 0 381 4,540

【事業目的】
　青少年の健全育成に要する一般経費

【事業内容】
　体験活動講師謝礼，引率者旅費，青少年事業補助金　等

【主な経費の内訳】
　報償費：ふるさと体験学級｢茶レンジ隊｣講師，青少年地域活動実行委員会等謝礼
　旅　費：青少年国内派遣事業等の各種事業の引率者旅費，事業事前踏査旅費
　需用費：ふるさと体験学級｢茶レンジ隊｣消耗品
　使用料及び賃借料：大型バス借上
　負担金，補助及び交付金：社会教育関係団体補助金・青少年国内派遣事業補助金
　　　　　　　　　　　　　南九州市・北九州市子ども交流事業負担金

款 09: 教育費
事業名

01: 社会教育推進事業費
01: 社会教育推進事業費

項 05: 社会教育費

社会教育係

目 02: 社会教育推進費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 社会教育推進費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

02: 青少年育成事業費
01: 青少年育成事業費

項 05: 社会教育費

社会教育係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
374 0 0 374 0

【事業目的】
　家庭教育推進に要する経費

【事業内容】
　家庭教育学級に関する報償費

【主な経費の内訳】
　報償費：家庭教育学級講師・主事謝礼等
　

国県支出金 地方債 その他
2,198 0 0 2,198 0

【事業目的】
　地域子ども教室推進事業に要する一般経費

【事業内容】
　教育活動推進サポーター等の報償費，運営委員会謝礼

【主な経費の内訳】
　報償費：教育活動推進サポーター・コーディネーター謝礼，
　　　　　運営委員会出会謝礼

目 02: 社会教育推進費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

03: 家庭教育充実事業費
01: 家庭教育充実事業費

項 05: 社会教育費

款 09: 教育費
事業名

04: 地域学校協働活動推進事業費
01: 地域子ども教室推進事業費

項 05: 社会教育費

社会教育係

目 02: 社会教育推進費
予算額

特定財源
一般財源

社会教育係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
143 0 0 0 143

【事業目的】
　地域学校協働活動推進に要する経費

【事業内容】
　地域学校協働活動推進に関する報償費

【主な経費の内訳】
　報償費：地域コーディネーターへの謝礼

国県支出金 地方債 その他
103,082 0 0 4,467 98,615

【事業目的】
　指定管理者制度で，民間活力を生かした図書館の運営を行う。

【事業内容】
　指定管理者委託業務及び運営に要する経費で，図書館システムリース料やSaaS使用料等

【主な経費の内訳】
　需用費：印刷製本費　冊子「続 夢ひろがる」
　　　　　修繕料　夢郷館ワイヤレスマイクシステム取替
　委託料：指定管理料，特定建築設備等定期検査報告書作成業務委託，公共施設等個別施
　　　　設計画作成業務委託，防火対象物点検
　使用料及び賃借料：図書館システム（Webilis），SaaS使用料等
　工事請負費：非常灯取替工事

社会教育係

款 09: 教育費
事業名

01: 図書館運営経費
01: 図書館運営経費

項 05: 社会教育費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 図書館費

款 09: 教育費
事業名

04: 地域学校協働活動推進事業費
02: 地域学校協働活動推進事業費

項 05: 社会教育費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 社会教育推進費

社会教育係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
52 0 0 0 52

【事業目的】
　図書館法第14条に基づく南九州市図書館協議会(諮問機関)の運営経費

【事業内容】
　図書館活動や図書購入に関して広く意見を聞くため，図書館協議会の運営を行う。
　２年に１回研修視察を実施する。（令和４年度実施）

【主な経費の内訳】
　報酬：図書館協議会委員報酬
　旅費：協議会，県図書館大会，及び研修視察の費用弁償

国県支出金 地方債 その他
688 0 0 0 688

【事業目的】
　地場産業や行政等の様々な分野の郷土資料及び調査研究資料を掲載し，市民の郷土学習
の資料として活用を図る。

【事業内容】
　寄稿者への原稿依頼，編集，発行に係る経費

【主な経費の内訳】
　報償費：編集委員報酬，寄稿者原稿料
　需用費：「南九州市薩南文化」第14号の印刷製本費
　

款 09: 教育費
事業名

02: 図書館協議会費
01: 図書館協議会費

項 05: 社会教育費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 図書館費

社会教育係

款 09: 教育費
事業名

03: 郷土研究誌発行関係費
01: 郷土研究誌発行関係費

項 05: 社会教育費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 図書館費

文化財係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,153 0 0 1,000 4,153

【事業目的】
　文化財の新指定に関する調査や指定文化財の日常管理を行う。
　また，文化財説明板・標柱等を設置し，円滑な文化財の保存・活用を図る。

【事業内容】
　文化財保護に要する一般的な経費で，文化財の保存や管理に係る経費，文化財保護審議
会開催に係る経費，文化財管理作業員の報酬，職員旅費，補助金等

【主な経費の内訳】
　報酬：文化財保護審議会委員報酬，整理作業会計年度任用職員報酬
　需用費：文化財保護提要追録等の消耗品費，管理作業機材の修繕料等
　委託料：指定文化財説明板・標柱設置業務委託
　負担金，補助及び交付金：各種協議会負担金，「水車からくり保存会」等補助金

国県支出金 地方債 その他
8,833 3,271 0 1,987 3,575

【事業目的】
　知覧伝統的建造物群保存地区の景観保全と建造物等の保存，市所有物件の維持管理及び
公開活用を図る。

【事業内容】
　施設の維持管理に係る光熱水費や修繕料等の需用費，施設管理委託料及び生垣剪定等の
経費，石垣修景工事（市所有１件）に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：市所有建造物・工作物の修繕料等
　委託料：生垣庭木等剪定業務委託，知覧型二ツ家民家・旧高城家住宅の管理委託等
　工事請負費：石垣修景工事（直接事業）
　負担金，補助及び交付金：全国伝建協議会参加資料負担金等

款 09: 教育費
事業名

01: 一般経費
01: 文化財関係費

項 05: 社会教育費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 文化財保護費

文化財係

款 09: 教育費
事業名

02: 伝建地区関係費
01: 伝建地区保存管理事業費

項 05: 社会教育費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 文化財保護費

文化財係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,500 1,343 0 0 1,157

【事業目的】
　開発事業に速やかに対応するための予備調査等に要する経費

【事業内容】
　緊急的な開発事業に伴う予備調査等を行う。

【主な経費の内訳】
　報酬：整理作業会計年度任用職員報酬
　報償費：出土遺物鑑定等の専門家指導謝礼
　委託料：発掘作業員等派遣委託
　使用料及び賃借料：発掘調査用機材等レンタル料

国県支出金 地方債 その他
862 0 0 0 862

【事業目的】
　国指定史跡知覧城跡や県指定史跡頴娃城跡をはじめとする史跡等の保存管理を行い，適
切な公開・活用を図る。

【事業内容】
　指定文化財の草刈り作業や樹木伐採等の維持管理

【主な経費の内訳】
　委託料：重要史跡等草刈作業業務委託等

款 09: 教育費
事業名

03: 文化財発掘調査事業費
01: 埋蔵文化財緊急発掘調査事業費

項 05: 社会教育費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 文化財保護費

文化財係

款 09: 教育費
事業名

04: 各種文化財保存管理事業費
01: 史跡等保存管理事業費

項 05: 社会教育費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 文化財保護費

文化財係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
8,033 7,533 0 498 2

【事業目的】
　文化財保護法に基づき文化財の保存・活用に関する総合的な計画の策定を行う。
　また，宝福寺開基600周年記念事業を実施し，文化財と知覧茶のPRを行う。
　
【事業内容】
　市内の文化財の総合的な計画「文化財保存活用地域計画」を策定するため，策定協議会
等を開催し，市民向けシンポジウムを開催する。
　宝福寺開基600周年と知覧茶銘柄統一PRのためのバスツアーや講演会等を開催する。

【主な経費の内訳】
　報償費：協議会委員　文化財講座　シンポジウム講師謝礼
　旅費：文化庁協議旅費等
　委託料：文化財保存活用地域計画策定支援業務委託　

国県支出金 地方債 その他
782 262 0 520 0

【事業目的】
　県指定文化財清水磨崖仏の保存整備と文化財資産の活用を図る。

【事業内容】
　大五輪塔傾斜観測測量を実施し，現状把握を行う。また専門家による現地指導を行い，
岩盤劣化等の状況を把握する。

【主な経費の内訳】
　報償費：保存技術専門家招聘謝礼
　旅　費：保存技術専門家招聘旅費
　委託料：大五輪塔傾斜観測業務委託

文化財係

目 04: 文化財保護費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

04: 各種文化財保存管理事業費
03: 清水磨崖仏保存活用事業費

項 05: 社会教育費

文化財係

目 04: 文化財保護費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

04: 各種文化財保存管理事業費
02: 文化財等活用整備事業費

項 05: 社会教育費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
14,101 0 0 5,384 8,717

【事業目的】
　ミュージアム知覧，頴娃歴史民俗資料館，及び齋藤彦松梵字資料室書庫の適切な管理運
営・維持を図る。

【事業内容】
　ミュージアム知覧，頴娃歴史民俗資料館，及び齋藤彦松梵字資料室書庫の管理運営・維
持補修等に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：消耗品費，燃料費，印刷製本費，光熱水費，建物機械等の修繕料　　
　委託料：警備業務委託，空調保守点検業務委託，清掃業務委託
　　　　　館内忌避防虫及び防カビ処理業務委託等　
　負担金，補助及び交付金：九州博物館協議会負担金等

国県支出金 地方債 その他
1,382 0 0 0 1,382

【事業目的】
　文化振興全般に要する経費

【事業内容】
　全国大会等出場奨励金，文化祭開催経費，文化協会及びみどりの美術展開催事業補助金

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：文化協会事業補助金，みどりの美術展開催事業補助金

文化財係

目 04: 文化財保護費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

05: 施設管理費
01: ミュージアム知覧等管理費

項 05: 社会教育費

目 05: 文化振興費
予算額

特定財源
一般財源

文化振興係

款 09: 教育費
事業名

01: 一般経費
01: 一般経費

項 05: 社会教育費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,935 0 0 1,233 2,702

【事業目的】
　市町村による青少年劇場，自衛隊音楽会，自主文化事業開催に要する経費

【事業内容】
　需用費，委託料，使用料及び賃借料

【主な経費の内訳】
　需用費：自衛隊音楽会用消耗品，自衛隊音楽会チラシ・入場券等印刷製本費
　委託料：自衛隊演奏会・青少年劇場公演・自主文化事業委託料，駐車場警備委託
　使用料及び賃借料：青少年劇場バス借上　

国県支出金 地方債 その他
12,288 0 0 5 12,283

【事業目的】　
　市民の健康づくりと体力・競技力の向上を推進する。

【事業内容】
　スポーツ推進委員の活動費，全国大会等出場奨励金，市体育協会への補助金等

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：南薩地区体育協会連絡協議会負担金，市体育協会補助金等

目 05: 文化振興費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

02: 自主文化事業費
01: 自主文化事業費

項 05: 社会教育費

款 09: 教育費
事業名

02: 一般経費
01: 一般経費

項 06: 社会体育費

文化振興係

スポーツ推進係

目 01: 社会体育総務費
予算額

特定財源
一般財源

-179-



【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
66,480 0 0 56,149 10,331

【事業目的】
　市統一大会やスポーツ教室の開催，体育施設の管理運営により市民の健康づくりと一体
化の推進を図る。

【事業内容】
　市統一大会及びスポーツ教室の実施，Ｂ＆Ｇ海洋センタープール及び学校体育施設開放
に係る維持管理，運営業務等

【主な経費の内訳】
　需用費：プール電気料・水道料，学校開放電気料等
　委託料：Ｂ＆Ｇ海洋センタープール管理業務委託等
　工事請負費：Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修その他工事　　　　　
　負担金，補助及び交付金：新茶・大野岳マラソンinえい開催事業補助金等

国県支出金 地方債 その他
6,790 0 0 0 6,790

【事業目的】
　2023年開催の「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」の本市での競技会を円滑に運
営し，大会の成功と心に残る魅力ある大会を目指す。

【事業内容】
　国体等の開催準備に係る経費

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：南九州市実行委員会負担金

目 01: 社会体育総務費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

03: 社会体育推進費
01: 社会体育推進費

項 06: 社会体育費

目 01: 社会体育総務費
予算額

特定財源
一般財源

市民体育係

国体推進係

款 09: 教育費
事業名

04: 国体推進費
01: 国体推進費

項 06: 社会体育費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
13,068 0 2,500 2,369 8,199

【事業目的】
　社会体育施設の安全かつ効率的な管理運営を行い，市民のスポーツ活動の推進と健康増
進に資する。

【事業内容】
　諏訪運動公園及び頴娃運動公園体育施設の維持管理，運営業務等

【主な経費の内訳】
　需用費：諏訪運動公園・頴娃トレーニングセンター体育館電気料，照明取替，一般修繕
　委託料：諏訪運動公園及び頴娃運動公園体育施設管理業務委託
　　　　　諏訪体育館改修工事実施設計業務委託
　　　　　頴娃運動公園運動場放送設備移設等業務委託
　工事請負費：頴娃運動公園運動場放送設備倉庫設置工事　　　

国県支出金 地方債 その他
5,724 0 0 1,679 4,045

【事業目的】
　社会体育施設の安全かつ効率的な管理運営を行い，市民のスポーツ活動の推進と健康増
進に資する。
　
【事業内容】
　知覧平和公園体育施設の維持管理，運営業務等

【主な経費の内訳】
　需用費：一般修繕
　委託料：知覧平和公園体育施設管理業務委託　

款 09: 教育費
事業名

01: 社会体育施設管理費
01: 体育施設管理費

項 06: 社会体育費

目 02: 社会体育施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

市民体育係

目 02: 社会体育施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

01: 社会体育施設管理費
02: 体育施設管理費（平和公園）

項 06: 社会体育費

市民体育係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,369 0 0 0 4,369

【事業目的】
　３社会体育施設の維持管理を行う。

【事業内容】
　施設の維持管理に要する経費で，需用費，委託料，賃借料，原材料費

【主な経費の内訳】
　需用費：施設修繕料
　委託料：高木・支障木伐採委託料，施設維持補修委託料
　原材料費：施設維持補修用原材料費

国県支出金 地方債 その他
37,034 0 0 17,709 19,325

【事業目的】
　知覧平和公園の施設整備・維持管理及び公園内に歩道を整備することで観光客へ質の高
いサービスを提供できる。また，サッカー場にナイターを整備することで利用者の増加や
利便性に寄与する。　

【事業内容】
　公園の施設整備等に要する経費で，需用費，委託料，工事請負費等

【主な経費の内訳】
　需　用　費：光熱水費
　委　託　料：園内清掃・樹木管理・芝生管理等業務委託料，トイレ清掃等委託料，桜並　
　　　　　　木樹木管理委託料，桜テングス病枝除去委託料，知覧平和公園サッカー場ナ
　　　　　　イター整備実施設計業務委託料等
　工事請負費：知覧平和公園歩道整備工事，知覧平和公園噴水銘板設置工事

目 02: 社会体育施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

01: 社会体育施設管理費
03: 公園管理費

項 06: 社会体育費

公園管理係

公園管理係

目 02: 社会体育施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

01: 社会体育施設管理費
04: 平和公園管理費

項 06: 社会体育費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
14,604 0 0 323 14,281

【事業目的】
　諏訪運動公園の維持管理を行う。また，園路の一部区間にガードレールが設置されてい
ないため，危険な状況にあることから，早急な対策を行い利用者の安全を確保する。
　
【事業内容】
　施設の維持管理に要する経費で，需用費，役務費，委託料，工事請負費

【主な経費の内訳】
　需　用　費：光熱水費
　委　託　料：浄化槽維持管理業務委託料，芝生管理業務委託料，園内清掃等業務委託料，
　　　　　　園内トイレ清掃作業委託料，諏訪運動公園自由広場南側法面伐採業務委託料，
　　　　　　諏訪運動公園郵便局裏側法面伐採業務委託料等
　工事請負費：諏訪運動公園園路ガードレール設置工事

国県支出金 地方債 その他
10,779 0 0 61 10,718

【事業目的】
　頴娃運動公園の維持管理を行う。また，遊具広場西側の一部が崖で危険であるため，転
落防止柵設置を行い良好な管理と利用者の安全を確保する。

【事業内容】
　施設の維持管理に要する経費で，需用費，役務費，委託料，工事請負費

【主な経費の内訳】
　需　用　費：光熱水費
　委　託　料：浄化槽維持管理委託料，園内清掃・中低木等管理委託料，芝生管理委託料
　工事請負費：頴娃運動公園転落防止柵設置工事
　　　　　

目 02: 社会体育施設管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

01: 社会体育施設管理費
06: 頴娃運動公園管理費

項 06: 社会体育費

予算額
特定財源

一般財源

款 09: 教育費
事業名

01: 社会体育施設管理費
05: 諏訪運動公園管理費

項 06: 社会体育費

公園管理係

目 02: 社会体育施設管理費

公園管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,917 0 0 5,917 0

【事業目的】
　頴娃運動公園のプールは老朽化等により廃止されている。今後の跡地活用については，
関係機関の意見を参考にしながら，検討を行い利用者に満足してもらえる計画を策定する。

【事業内容】
　頴娃運動公園プール跡地改修に要する経費で，委託料

【主な経費の内訳】
　委託料：頴娃運動公園プール跡地改修測量設計業務委託料

国県支出金 地方債 その他
186 0 0 0 186

【事業目的】
　運営委員会は学校給食センター条例第６条の規定により設置されており，給食費の額や
徴収，給食物資の購入，給食の推進向上に関する事項等について審議決定し，学校給食が
児童生徒等の心身の健全な発達に寄与し，食生活の改善充実を図る。

【事業内容】
　学校給食センター運営委員会委員（20名）の報酬及び費用弁償

【主な経費の内訳】　
　報酬：非常勤職員報酬（給食センター運営委員会委員）
　旅費：費用弁償

款 09: 教育費
事業名

01: 社会体育施設管理費
07: 頴娃運動公園多目的広場整備事業費

項 06: 社会体育費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 社会体育施設管理費

公園管理係

款 09: 教育費
事業名

01: 委員会運営費
01: 委員会運営費

項 07: 学校給食費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 給食センター管理運営費

管理係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
179,047 0 0 4,133 174,914

【事業目的】
　学校給食センターを円滑に運営するとともに，安心で安全な美味しい学校給食を提供
し，児童生徒等の心身の健全な発達に寄与する。

【事業内容】
　学校給食センターの維持管理，運営に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：給食衣購入，プロパンガス料金，電気料，厨房機器等修繕，学校給食用地場産
　　　　物活用事業・川辺牛等購入費
　委託料：調理配送等業務委託料，場内衛生保守管理業務委託料，蒸気ボイラー等保守点
　　　　検業務委託料等
　使用料及び賃借料：給食配送車リース料等

国県支出金 地方債 その他
39,006 0 0 26,004 13,002

【事業目的】
　市立学校及び特別支援学校に在籍する児童生徒の保護者が負担する学校給食経費の一部
を補助することにより，子育て世帯の経済的な負担軽減を図り，もって子育て支援を推進
する。
　
【事業内容】
　保護者が負担する学校給食費に対し児童生徒1人当たり月額1,500円を限度に補助金を交
付する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：学校給食費補助金

目 01: 給食センター管理運営費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

03: 一般経費
01: 一般経費

項 07: 学校給食費

管理係

管理係

目 01: 給食センター管理運営費
予算額

特定財源
一般財源

款 09: 教育費
事業名

03: 一般経費
02: 学校給食費補助事業費

項 07: 学校給食費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,520 0 0 2,520 0

【事業目的】
　学校給食に郷土の特産品であるお茶を提供し，お茶の消費拡大や地元産物への理解を深
める。

【事業内容】
　お茶給食事業に要する経費

【主な経費の内訳】
　需用費：食糧費（茶葉等の購入）
　委託料：給茶機保守点検業務委託料

国県支出金 地方債 その他
900 0 0 0 900

【事業目的】
　被災した農業用施設の復旧を行うもの

【事業内容】
　農業用施設の復旧業務に要する経費

【主な経費の内訳】
　委託料：災害時応急対策委託，災害復旧業務委託

目 01: 農地等災害復旧費
予算額

特定財源
一般財源

款 10: 災害復旧費
事業名

01: 災害復旧事業費
01: 単独分

項 01: 農地等災害復旧費

管理係

管理係

款 09: 教育費
事業名

04: 茶給食事業費
01: 茶給食事業費

項 07: 学校給食費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 給食センター管理運営費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,002 0 0 0 1,002

【事業目的】
　農地・農業用施設において，被災後の補助事業に向けた対応を迅速に行う。

【事業内容】
　災害箇所の災害査定に必要な測量設計費等

【主な経費の内訳】
　委託料：災害復旧事業測量設計業務委託

国県支出金 地方債 その他
400 0 0 0 400

【事業目的】
　豪雨や台風等による林道災害箇所の早期復旧を行う。

【事業内容】
　林道等の崩土除去，路面復旧等に係る委託料

【主な経費の内訳】
　委託料：災害復旧業務委託

款

目 01: 農地等災害復旧費
予算額

特定財源
一般財源

款 10: 災害復旧費
事業名

01: 災害復旧事業費
02: 補助分

項 01: 農地等災害復旧費

耕地係

10: 災害復旧費
事業名

01: 災害復旧事業費
01: 単独分

項 01: 農地等災害復旧費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 林道災害復旧費

林務係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,000 0 0 0 2,000

【事業目的】
　災害発生時における補助申請に向けた迅速な対応を図る。

【事業内容】
　災害復旧事業に係る消耗品費及び委託料

【主な経費の内訳】
　委託料：災害復旧事業測量業務委託等

国県支出金 地方債 その他
2,870 0 0 0 2,870

【事業目的】
　市道及び準用河川等の災害時における初動の対応を図る。

【事業内容】
　災害時の市道，準用河川等の応急復旧に要する経費

【主な経費の内訳】
　委託料：市道及び河川の災害復旧業務委託費
　

款 10: 災害復旧費
事業名

01: 災害復旧事業費
02: 補助分

項 02: 公共土木施設災害復旧費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 公共土木施設災害復旧費

土木係

款 10: 災害復旧費
事業名

01: 災害復旧事業費
03: 単独分（維持係）

項 02: 公共土木施設災害復旧費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 公共土木施設災害復旧費

維持係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
7,775 3,887 0 0 3,888

【事業目的】
　令和３年８月集中豪雨による知覧城跡本丸法面崩落等に伴う仮復旧工事等を行い，史跡
の保全と来訪者の安全確保を図る。

【事業内容】
　知覧城跡法面崩落に伴う測量調査及び工事設計，法面保全の応急工事に要する経費

【主な経費の内訳】
　報償費：専門家現地指導謝金
　旅　費：文化庁調査官指導旅費等
　委託料：地形測量及び地質調査業務委託，工事設計業務委託
　工事請負費：災害斜面応急工事

国県支出金 地方債 その他
2,167,907 0 0 37,436 2,130,471

【事業目的】
　普通建設事業等を実施する際に借り入れた市債の元金を適正に償還する。

【事業内容】
　市債の元金償還金

財政係

目 01: 元金
予算額

特定財源
一般財源

款 11: 公債費
事業名

01: 元金償還金
01: 元金償還金

項 01: 公債費

款 10: 災害復旧費
事業名

01: 災害復旧事業費（文化財）
01: 災害復旧事業費（文化財）

項 03: 文教施設災害復旧費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: その他文教施設災害復旧費

文化財係

-189-



【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
66,254 0 0 5,401 60,853

【事業目的】
　市債の利子償還金及び歳計金に不足が見込まれる場合に借り入れる一時借入金の利子を
適正に償還する。

【事業内容】
　市債の利子償還金及び一時借入金利子の償還金

国県支出金 地方債 その他
6,961 0 0 6,961 0

【事業目的】
　財源の調整を図り，市財政の健全な運営に資するため，財政調整基金への積立を行う。

【事業内容】
　基金利子収入を財政調整基金へ積み立てるもの

款 11: 公債費
事業名

01: 利子償還金
01: 利子償還金

項 01: 公債費

目 02: 利子
予算額

特定財源
一般財源

財政係

目 01: 財政調整基金費
予算額

特定財源
一般財源

款 12: 諸支出金
事業名

01: 財政調整基金費
01: 財政調整基金費

項 01: 基金費

財政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
867 0 0 867 0

【事業目的】
　市債の償還金及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し，将来にわたる財政の健全な
運営に資するため，基金への積立を行う。

【事業内容】
　基金利子収入を減債基金へ積み立てるもの

国県支出金 地方債 その他
2 0 0 2 0

【事業目的】
　郷土を愛し地域に貢献し，南九州市の中核となる人材育成に要する財源に充てるため，
基金への積立を行う。

【事業内容】
　基金利子収入をひとづくり基金へ積み立てるもの

目 03: 特定目的基金費
予算額

特定財源
一般財源

款 12: 諸支出金
事業名

01: ひとづくり基金費
01: ひとづくり基金費

項 01: 基金費

財政係

目 02: 減債基金費
予算額

特定財源
一般財源

款 12: 諸支出金
事業名

01: 減債基金費
01: 減債基金費

項 01: 基金費

財政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
7 0 0 7 0

【事業目的】
　地域の特色を生かした個性豊かな地域づくりを推進するため，基金への積立を行う。

【事業内容】
　基金利子収入を地域づくり推進基金へ積み立てるもの

国県支出金 地方債 その他
446 0 0 446 0

【事業目的】
　公用及び公共の用に供する施設の整備に要する経費の財源に充てるため，基金への積立
を行う。

【事業内容】
　基金利子収入を公共施設等整備基金へ積み立てるもの

款 12: 諸支出金
事業名

02: 地域づくり推進基金費
01: 地域づくり推進基金費

項 01: 基金費

目 03: 特定目的基金費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 特定目的基金費
予算額

特定財源
一般財源

款 12: 諸支出金
事業名

03: 公共施設等整備基金費
01: 公共施設等整備基金費

項 01: 基金費

財政係

財政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
634,911 0 0 634,911 0

【事業目的】
　きばいやんせ南九州市ふるさと寄附条例に基づき，寄せられた寄附金等を基金に積み
立てる。

【事業内容】
　寄附金及び基金利子収入をきばいやんせ南九州市ふるさと基金へ積み立てるもの

国県支出金 地方債 その他
6,776 0 0 6,776 0

【事業目的】
　平和なまちづくりや情報発信に関する施設及び事業の財源に充てるため，基金への積立
を行う。

【事業内容】
　平和会館使用料及び基金利子収入を平和基金へ積み立てるもの

財政係

財政係

目 03: 特定目的基金費
予算額

特定財源
一般財源

款 12: 諸支出金
事業名

04: きばいやんせ南九州市ふるさと基金費
01: きばいやんせ南九州市ふるさと基金費

項 01: 基金費

款 12: 諸支出金
事業名

05: 平和基金費
01: 平和基金費

項 01: 基金費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 特定目的基金費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
73 0 0 73 0

【事業目的】
　高齢者の保健福祉の増進及び地域福祉活動の推進を図るため，基金への積立を行う。

【事業内容】
　基金利子収入を地域福祉基金へ積み立てるもの

国県支出金 地方債 その他
16 0 0 16 0

【事業目的】
　快適環境整備基金の適正な運用を図る。

【事業内容】
　快適環境整備基金の利子を基金へ積み立てる。

【主な経費の内訳】
　積立金：快適環境整備基金

款 12: 諸支出金
事業名

06: 地域福祉基金費
01: 地域福祉基金費

項 01: 基金費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 特定目的基金費

財政係

維持係

款 12: 諸支出金
事業名

07: 快適環境整備基金費
01: 快適環境整備基金費

項 01: 基金費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 特定目的基金費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,679 0 0 1,679 0

【事業目的】
　学校施設の整備を図るための財源として，基金への積立を行う。

【事業内容】
　基金利子収入を学校整備積立基金へ積み立てるもの

国県支出金 地方債 その他
109 0 0 109 0

【事業目的】
　社会教育施設の整備を図るための財源として，基金への積立を行う。

【事業内容】
　基金利子収入を社会教育施設整備基金へ積み立てるもの

款 12: 諸支出金
事業名

08: 学校整備積立基金費
01: 学校整備積立基金費

項 01: 基金費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 特定目的基金費

財政係

款 12: 諸支出金
事業名

09: 社会教育施設整備基金費
01: 社会教育施設整備基金費

項 01: 基金費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 特定目的基金費

財政係
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3 0 0 3 0

【事業目的】
　地域環境整備事業基金の基金利子の積立

【事業内容】
　地域環境整備事業基金の利子積立

【主な経費の内訳】
　基金利子の積立

国県支出金 地方債 その他
102,638 0 0 2,638 100,000

【事業目的】
　各庁舎の整備を図るため庁舎建設整備基金へ積立を行う。

【事業内容】
　庁舎建設整備基金利子及び予算積立

款 12: 諸支出金
事業名

10: 地域環境整備事業基金費
01: 地域環境整備事業基金費

項 01: 基金費

企画係

目 03: 特定目的基金費
予算額

特定財源
一般財源

款 12: 諸支出金
事業名

11: 庁舎建設整備基金費
01: 庁舎建設整備基金費

項 01: 基金費

新庁舎建設推進係

目 03: 特定目的基金費
予算額

特定財源
一般財源
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,509 0 0 3,509 0

【事業目的】
　基金の設置目的に応じ，基金の確実かつ効率的な運用を図る。

【事業内容】
　支援自動販売機の売上高に寄附割合を乗じた額を，設置者が希望する寄附目的事業に積
立てるもの

【主な経費の内訳】
　積立金：まちづくり支援自動販売機寄附金　　令和３年度末設置台数　27台

国県支出金 地方債 その他
11 0 0 11 0

【事業目的】
　エコファンド販売収入を基金に積み立て，省エネ設備の整備に活用する。

【事業内容】
　南九州市かごしまエコファンドクレジット事業基金への積立金

【主な経費の内訳】
　積立金：南九州市かごしまエコファンドクレジット事業基金

財産管理係

目 03: 特定目的基金費
予算額

特定財源
一般財源

款 12: 諸支出金
事業名

12: まちづくり支援自動販売機基金費
01: まちづくり支援自動販売機基金費

項 01: 基金費

林務係

目 03: 特定目的基金費
予算額

特定財源
一般財源

款 12: 諸支出金
事業名

13: かごしまエコファンドクレジット事業基金費
01: かごしまエコファンドクレジット事業基金費

項 01: 基金費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
19,663 0 0 19 19,644

【事業目的】
　森林調査・整備や人材育成・担い手の確保，木材利用の促進や普及啓発等に活用する。

【事業内容】
　今後実施する森林調査や森林整備，公共施設の内装木質化への基金積立

【主な経費の内訳】
　積立金：森林環境譲与税基金

国県支出金 地方債 その他
159 0 0 159 0

【事業目的】
　基金の設置目的に応じ，基金の確実かつ効率的な運用を図る。

【事業内容】
　基金から生じる預金利息を基金に積立てるもの

【主な経費の内訳】
　繰出金：土地開発基金への繰出金

予算額
特定財源

一般財源

款 12: 諸支出金
事業名

15: 森林環境譲与税基金費
01: 森林環境譲与税基金費

項 01: 基金費

01: 土地開発基金管理費

項 01: 基金費

林務係

目 03: 特定目的基金費

財産管理係

目 04: 土地開発基金管理費
予算額

特定財源
一般財源

款 12: 諸支出金
事業名

01: 土地開発基金管理費
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【歳出】  01 一般会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
54 0 0 54 0

【事業目的】
　奨学金貸付基金の設置目的に応じ，基金の確実かつ効率的な運用を図る。

【事業内容】
　基金から生じる預金利息を基金へ積立てるもの

【主な経費の内訳】
　繰出金：奨学金貸付基金への利子繰出金

国県支出金 地方債 その他
10,000 0 0 0 10,000

【事業目的】
　不測の事態における予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための経費

【事業内容】
　地方自治法第217条の規定に基づく予備費

財政係

目 01: 予備費
予算額

特定財源
一般財源

款 13: 予備費
事業名

01: 予備費
01: 予備費

項 01: 予備費

款 12: 諸支出金
事業名

01: 奨学金貸付基金費
01: 奨学金貸付基金費

項 01: 基金費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 奨学金貸付基金費

総務係

-199-



令和 4 年度

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計　
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
11,091 632 0 10,459 0

【事業目的】
　国民健康保険事業を運営するための一般的な事務に要する経費
           
【事業内容】
　保険証等の印刷，郵送，国保連合会共同電算事務委託等に係る経費

【主な経費の内訳】
　役務費：国保連合会電算事務共同処理システム手数料
　委託料：国保情報データベースシステム年間保守委託

国県支出金 地方債 その他
1,786 0 0 1,786 0

【事業目的】
　鹿児島県国保連合会事業運営に対する各国保保険者の負担金

【事業内容】
　平等割10万円＋被保険者数割（前年４月末現在被保険者数×174円）を負担する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：国保連合会一般負担金

保険係

款 01: 総務費
事業名

01: 連合会負担金
保険係

目 02: 連合会負担金

款 01: 総務費
事業名

01: 一般管理費
01: 一般管理費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費

01: 連合会負担金

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

-201-



【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,391 0 0 2,391 0

【事業目的】
　国民健康保険税の賦課徴収に係る経費

【事業内容】
　納税通知書，納付書等の印刷，郵送に係る経費

【主な経費の内訳】
　役務費：通信運搬費　
　負担金，補助及び交付金：年金特別徴収経由機関業務システム負担金

国県支出金 地方債 その他
10 0 0 10 0

【事業目的】
　国民健康保険税の滞納処分に係る経費

【事業内容】
　滞納処分の際に発生が見込まれる経費

【主な経費の内訳】
　役務費：滞納処分に要する手数料

保険係

目 02: 滞納処分費
予算額

特定財源
一般財源

款 01: 総務費
事業名

01: 滞納処分費
01: 滞納処分費

項 02: 徴税費

保険係

目 01: 賦課徴収費
予算額

特定財源
一般財源

款 01: 総務費
事業名

01: 賦課徴収費
01: 賦課徴収費

項 02: 徴税費
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
135 0 0 135 0

【事業目的】
　国民健康保険事業運営に関し必要な審議等を行う運営協議会の開催経費

【事業内容】
　国民健康保険運営協議会委員の出会報酬及び費用弁償

【主な経費の内訳】
　報酬：国保運営協議会委員報酬

国県支出金 地方債 その他
3,519,391 3,519,391 0 0 0

【事業目的】
　一般被保険者の診療に要した費用の一部を保険者が負担するもの

【事業内容】
　医療費のうち自己負担額を除いた額を国保連合会を通じて医療機関等に支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：一般被保険者療養給付費

　※全額県からの普通交付金で充当される。

保険係

目 01: 一般被保険者療養給付費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 保険給付費
事業名

01: 一般被保険者療養給付費
01: 一般被保険者療養給付費

項 01: 療養諸費

保険係

目 01: 運営協議会費
予算額

特定財源
一般財源

款 01: 総務費
事業名

01: 運営協議会費
01: 運営協議会費

項 03: 運営協議会費
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
23,772 23,772 0 0 0

【事業目的】
　一般被保険者の療養費の支払いに要する経費

【事業内容】
　診療費の療養費払い，柔道整復師の施術，補装具等に係る保険者負担分を支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：一般被保険者療養費

　※全額県からの普通交付金で充当される。

国県支出金 地方債 その他
9,510 0 0 0 9,510

【事業目的】
　国保連合会が行う診療報酬請求の審査支払いに要する経費

【事業内容】
　電算処理及びレセプトに係る審査支払手数料を国保連合会に支払う。

【主な経費の内訳】
　役務費：レセプト審査手数料

保険係

目 05: 審査支払手数料
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 保険給付費
事業名

01: 審査支払手数料
01: 審査支払手数料

項 01: 療養諸費

保険係

目 03: 一般被保険者療養費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 保険給付費
事業名

01: 一般被保険者療養費
01: 一般被保険者療養費

項 01: 療養諸費
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
586,113 586,113 0 0 0

【事業目的】
　医療費の高額な支払いに対し，一般被保険者の自己負担の軽減を図る。

【事業内容】
　自己負担額のうち，定められた負担限度額を超える額の支給

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：一般被保険者高額療養費

　※全額県からの普通交付金で充当される。

国県支出金 地方債 その他
500 500 0 0 0

【事業目的】
　医療費と介護サービス費両方の負担があるものに対し，自己負担額の軽減を図る。

【事業内容】
　一般被保険者の年間の医療費と介護サービスの自己負担額を合算し，負担限度額を
超えた分を支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：一般被保険者高額介護合算療養費

　※全額県からの普通交付金で充当される。

保険係

目 03: 一般被保険者高額介護合算療養費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 保険給付費
事業名

01: 一般被保険者高額介護合算療養費
01: 一般被保険者高額介護合算療養費

項 02: 高額療養費

保険係

目 01: 一般被保険者高額療養費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 保険給付費
事業名

01: 一般被保険者高額療養費
01: 一般被保険者高額療養費

項 02: 高額療養費
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
100 100 0 0 0

【事業目的】
　一般被保険者の移送費の支払い

【事業内容】
　医師の指示により一時緊急の必要があって病院又は診療所に移送されたときに支給
する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：一般被保険者移送費

　※全額県からの普通交付金で充当される。

国県支出金 地方債 その他
14,700 0 0 9,800 4,900

【事業目的】
　被保険者が出産したときに支給する給付費

【事業内容】
　被保険者が出産したときに，世帯主に対して条例に基づき支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：出産育児一時金

保険係

目 01: 出産育児一時金
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 保険給付費
事業名

01: 出産育児一時金
01: 出産育児一時金

項 04: 出産育児諸費

保険係

目 01: 一般被保険者移送費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 保険給付費
事業名

01: 一般被保険者移送費
01: 一般被保険者移送費

項 03: 移送費
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
8 0 0 0 8

【事業目的】
　出産育児一時金の直接払いに係る手数料

【事業内容】
　国保連合会を通じて医療機関に出産育児一時金を支払う際の手数料

【主な経費の内訳】
　役務費：直接払支払手数料

国県支出金 地方債 その他
1,800 0 0 0 1,800

【事業目的】
　被保険者が死亡したときに支給する給付費

【事業内容】
　被保険者が死亡したときに，その葬祭執行者に対して条例に基づき支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：葬祭費

保険係

目 01: 葬祭費
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 保険給付費
事業名

01: 葬祭費
01: 葬祭費

項 05: 葬祭諸費

保険係

目 02: 審査支払手数料
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 保険給付費
事業名

01: 審査支払手数料
01: 審査支払手数料

項 04: 出産育児諸費
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
100 99 0 0 1

【事業目的】
　新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染が疑われる症状が現れた被保険者等
に傷病手当を支給する給付費

【事業内容】
　労務に服することができなくなった期間について，条例に基づき支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：傷病手当金

国県支出金 地方債 その他
1,077,262 113,241 0 298,994 665,027

【事業目的】
　県が財政運営の主体となり国保事業を行うため，各保険者に納付金を割り当てる。

【事業内容】
　一般被保険者の医療費水準，所得水準に応じて算定された医療分を県に納付する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：一般被保険者医療費給付費分納付金

保険係

目 01: 一般被保険者医療給付費分
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 国民健康保険事業費納付金
事業名

01: 一般被保険者医療給付費分
01: 一般被保険者医療給付費分

項 01: 医療給付費分

保険係

目 01: 傷病手当金
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 保険給付費
事業名

01: 傷病手当金
01: 傷病手当金

項 06: 傷病手当金
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
292 0 0 1 291

【事業目的】
　県が財政運営の主体となり国保事業を行うため，各保険者に納付金を割り当てる。

【事業内容】
　退職被保険者の医療費水準，所得水準に応じて算定された医療分を県に納付する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：退職被保険者等医療給付費分納付金

国県支出金 地方債 その他
269,657 0 0 65,296 204,361

【事業目的】
　県が財政運営の主体となり国保事業を行うため，各保険者に納付金を割り当てる。

【事業内容】
　一般被保険者の医療費水準，所得水準に応じて算定された後期支援分を県に納付
する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金

保険係

目 01: 一般被保険者後期高齢者支援金等分
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 国民健康保険事業費納付金
事業名

01: 一般被保険者後期高齢者支援金等分
01: 一般被保険者後期高齢者支援金等分

項 02: 後期高齢者支援金等分

保険係

目 02: 退職被保険者等医療給付費分
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 国民健康保険事業費納付金
事業名

01: 退職被保険者等医療給付費分
01: 退職被保険者等医療給付費分

項 01: 医療給付費分
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
71 0 0 0 71

【事業目的】
　県が財政運営の主体となり国保事業を行うため，各保険者に納付金を割り当てる。

【事業内容】
　退職被保険者の医療費水準，所得水準に応じて算定された後期支援分を県に納付
する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金

国県支出金 地方債 その他
96,620 0 0 22,276 74,344

【事業目的】
　県が財政運営の主体となり国保事業を行うため，各保険者に納付金を割り当てる。

【事業内容】
　第２号被保険者の医療費水準，所得水準に応じて算定された額を県に納付する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：介護納付金分納付金

保険係

目 01: 介護納付金分
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 国民健康保険事業費納付金
事業名

01: 介護納付金分
01: 介護納付金分

項 03: 介護納付金分

保険係

目 02: 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

予算額
特定財源

一般財源

款 03: 国民健康保険事業費納付金
事業名

01: 退職被保険者等後期高齢者支援金等分
01: 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

項 02: 後期高齢者支援金等分
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
7,500 0 0 0 7,500

【事業目的】
　被保険者（30歳以上）の疾病の早期発見に資するため，人間ドック等の受診費用
の一部助成を行う。

【事業内容】
　人間ドック等補助金交付要綱に基づき補助金を交付する。
　補助限度額
　　　人間ドック（１日･２日）25,000円
　　　ＰＥＴ／ＣＴドック　 　25,000円
　　　脳ドック 　　　　　　　15,000円

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：人間ドック等補助金

国県支出金 地方債 その他
22,621 7,968 0 132 14,521

【事業目的】
　医療費分析等による実態把握とともに医療費の状況等の周知，訪問指導，糖尿病の
重症化予防教室等を行い，医療費の適正化を図る。

【事業内容】
　レセプト点検，医療費分析，重複・頻回受診者や保健指導対象者への訪問，糖尿病
・腎臓重症化予防教室，若年（30歳代）健診事業，医療費通知，ジェネリック医薬品
差額通知などを行う。

【主な経費の内訳】
　委託料：保健事業支援システム委託
　負担金，補助及び交付金：新医療費分析システム事業費負担金

保険係

目 02: 医療費適正化事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 04: 保健事業費
事業名

01: 医療費適正化特別対策事業費
01: 医療費適正化特別対策事業費

項 01: 保健事業費

保険係

目 01: 疾病予防費
予算額

特定財源
一般財源

款 04: 保健事業費
事業名

01: 健康保持増進事業費
01: 健康保持増進事業費

項 01: 保健事業費
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,316 193 0 0 3,123

【事業目的】
　被保険者の健康づくりに対する意識向上の啓発を行う。

【事業内容】
　保健推進員による特定健診の受診勧奨，食生活改善推進員による生活習慣病予防食
普及事業など

【主な経費の内訳】
　委託料：生活習慣病予防食普及事業委託　

国県支出金 地方債 その他
39,068 15,846 0 72 23,150

【事業目的】
　生活習慣病予防に着目した特定健康診査及び特定保健指導を実施し，被保険者の健
康管理に資する。

【事業内容】
　40歳以上の被保険者に対し特定健康診査を実施し，生活習慣病予備群の該当者には
特定保健指導を行う。

【主な経費の内訳】
　委託料：集団健診委託，個別健診委託，特定健診受診率向上共同事業委託

保険係

目 01: 特定健康診査等事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 04: 保健事業費
事業名

01: 特定健康診査等事業費
01: 特定健康診査等事業費

項 02: 特定健康診査等事業費

保険係

目 03: 健康づくり推進事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 04: 保健事業費
事業名

01: 健康づくり推進事業費
01: 健康づくり推進事業費

項 01: 保健事業費
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
10 0 0 10 0

【事業目的】
　保健事業又は納付金に要する費用の財源不足に備え，基金積立てを行う。

【事業内容】
　基金運用利子の積立て

【主な経費の内訳】
　積立金：国民健康保険財政調整基金運用利子積立

国県支出金 地方債 その他
10 0 0 0 10

【事業目的】
　国保会計の歳計金に不足が見込まれる場合に借り入れる一時借入金の利子を支払う
もの

【事業内容】
　一般会計財政調整基金からの繰替運用による借入れに対し，期間中の定期預金利率
相当額を支払う。

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：一時借入金利子償還金

保険係

目 01: 利子
予算額

特定財源
一般財源

款 06: 公債費
事業名

01: 一時借入金利子
01: 一時借入金利子

項 01: 公債費

保険係

目 01: 国民健康保険財政調整基金積立金
予算額

特定財源
一般財源

款 05: 基金積立金
事業名

01: 国民健康保険財政調整基金積立金
01: 国民健康保険財政調整基金積立金

項 01: 基金積立金
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,000 0 0 0 4,000

【事業目的】
　国民健康保険税の過年度更正に係る還付金

【事業内容】
　一般被保険者の過年度分の保険税に還付が生じた場合に支払う。

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：一般被保険者保険税還付金

国県支出金 地方債 その他
50 0 0 0 50

【事業目的】
　国民健康保険税の過年度更正に係る還付金

【事業内容】
　退職被保険者の過年度分の保険税に還付が生じた場合に支払う。

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：退職被保険者等保険税還付金

保険係

目 02: 退職被保険者等保険税還付金
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 諸支出金
事業名

01: 退職被保険者等保険税還付金
01: 退職被保険者等保険税還付金

項 01: 償還金及び還付加算金

保険係

目 01: 一般被保険者保険税還付金
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 諸支出金
事業名

01: 一般被保険者保険税還付金
01: 一般被保険者保険税還付金

項 01: 償還金及び還付加算金
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
100 0 0 0 100

【事業目的】
　国民健康保険税の還付金に係る加算金

【事業内容】
　一般被保険者の保険税還付に加算金が生じた場合に支払う。

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：一般被保険者保険税還付加算金

国県支出金 地方債 その他
15 0 0 0 15

【事業目的】
　国民健康保険税の還付金に係る加算金

【事業内容】
　退職被保険者の保険税還付に加算金が生じた場合に支払う。

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：退職被保険者等保険税還付加算金

保険係

目 04: 退職被保険者等保険税還付加算金
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 諸支出金
事業名

01: 退職被保険者等保険税還付加算金
01: 退職被保険者等還付加算金

項 01: 償還金及び還付加算金

保険係

目 03: 一般被保険者保険税還付加算金
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 諸支出金
事業名

01: 一般被保険者保険税還付加算金
01: 一般被保険者還付加算金

項 01: 償還金及び還付加算金
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【歳出】  02 国民健康保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1 0 0 0 1

【事業目的】
　前年度の県支出金等を精算報告し，過大交付分を返還するもの

【事業内容】
　実績報告に伴い，県支出金に返還が生じた場合に対応する。

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：保険給付費等交付金償還金

国県支出金 地方債 その他
5,000 0 0 0 5,000

【事業目的】
　不測の事態に対処できるよう予備費の計上を行う。

【事業内容】
　地方自治法第217条の規定に基づき計上するもの

【主な経費の内訳】
　予備費

目 01: 予備費
予算額

特定財源
一般財源

款 08: 予備費
事業名

01: 予備費
01: 予備費

項 01: 予備費

保険係

目 05: 国県支出金等償還金
予算額

特定財源
一般財源

款 07: 諸支出金
事業名

01: 国県支出金等償還金
01: 国県支出金等償還金

項 01: 償還金及び還付加算金

保険係
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令和 4 年度

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計　

-217-



【歳出】  04 後期高齢者医療特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,630 0 0 1,712 2,918

【事業目的】
　後期高齢者医療事業を運営するための一般的な事務に要する経費

【事業内容】
　被保険者証等の印刷，郵便，電算システム保守委託等に係る経費

【主な経費の内訳】
　委託料：広域連合標準システム機器等の保守
　使用料及び賃借料：広域連合標準システムリース料

国県支出金 地方債 その他
1,422 0 0 50 1,372

【事業目的】
　後期高齢者医療保険料の徴収に係る経費

【事業内容】
　保険料額決定通知書，納付書等の印刷，発送経費等

【主な経費の内訳】
　役務費：仮・本算定通知等通信運搬費
　

保険係

目 01: 徴収費

01: 徴収費

項 02: 徴収費
予算額

特定財源
一般財源

款 01: 総務費
事業名

01: 徴収費
保険係

款 01: 総務費
事業名

01: 一般管理費
01: 一般管理費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費
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【歳出】  04 後期高齢者医療特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
10 0 0 10 0

【事業目的】
　後期高齢者医療保険料の滞納処分に係る事務経費

【事業内容】
　滞納処分の際に要する手数料等

【主な経費の内訳】
　役務費：滞納処分に要する手数料

国県支出金 地方債 その他
639,607 0 0 230,981 408,626

【事業目的】
　鹿児島県後期高齢者医療広域連合に支出する納付金

【事業内容】
　後期高齢者医療被保険者から納付される保険料，一般会計からの保険基盤安定負担金を
広域連合へ納付する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：
　　保険料納付金分　　　　　　　　　　408,526,425円
　　保険基盤安定負担金　（法第99条）　230,979,200円
　　滞納繰越分の保険料　　　　　　　　　　100,000円
　　延滞金収入分　　　　　　　　　　　　　　1,000円

保険係

目 01: 後期高齢者医療広域連合納付金
予算額

特定財源
一般財源

款 02: 後期高齢者医療広域連合納付金
事業名

01: 後期高齢者医療広域連合納付金
01: 後期高齢者医療広域連合納付金

項 01: 後期高齢者医療広域連合納付金

保険係

目 02: 滞納処分費
予算額

特定財源
一般財源

款 01: 総務費
事業名

01: 滞納処分費
01: 滞納処分費

項 02: 徴収費
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【歳出】  04 後期高齢者医療特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
500 0 0 500 0

【事業目的】
　後期高齢者医療保険料の過年度更正にかかる還付金

【事業内容】
　過年度分の保険料に還付が生じた場合に支払う。

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：過年度保険料還付金

国県支出金 地方債 その他
30 0 0 30 0

【事業目的】
　後期高齢者医療保険料の還付金にかかる加算金

【事業内容】
　後期高齢者医療保険料還付に加算金が生じた場合に支払う。

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：還付加算金

保険係

目 02: 還付加算金
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 諸支出金
事業名

01: 還付加算金
01: 還付加算金

項 01: 償還金及び還付加算金

保険係

目 01: 保険料還付金
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 諸支出金
事業名

01: 保険料還付金
01: 保険料還付金

項 01: 償還金及び還付加算金
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【歳出】  04 後期高齢者医療特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1 0 0 0 1

【事業目的】
　後期高齢者医療特別会計を適切に運営する。

【事業内容】
　前年度の事務費等の精算の結果，剰余金が生じた場合に一般会計へ返戻する。

【主な経費の内訳】
　繰出金：一般会計への翌年度精算返戻金

国県支出金 地方債 その他
500 0 0 0 500

【事業目的】
　不測の事態に対処できるよう予備費の計上を行う。

【事業内容】
　地方自治法第217条の規定に基づき計上するもの

【主な経費の内訳】
　予備費

保険係

目 01: 予備費
予算額

特定財源
一般財源

款 04: 予備費
事業名

01: 予備費
01: 予備費

項 01: 予備費

保険係

目 01: 一般会計繰出金
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 諸支出金
事業名

01: 一般会計繰出金
01: 一般会計繰出金

項 02: 繰出金
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令和 4 年度

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計　
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,211 1 0 2,210 0

【事業目的】
　介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　書籍等購入，保険証等の印刷製本，介護保険料通知等の郵便料，国保連合会共同電算処
理，介護台帳利用料など

【主な経費の内訳】
　役務費：介護保険料仮算定・本算定・督促郵便料

国県支出金 地方債 その他
50 0 0 50 0

【事業目的】
　国保連合会の第三者行為求償事務に要する費用を負担する。

【事業内容】
　国保連合会への求償事務（負担割合の決定と損害賠償額の請求事務）に係る負担金

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：第三者行為求償事務負担金

介護保険係

介護保険係

款 01: 総務費
事業名

01: 連合会負担金
01: 連合会負担金

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 連合会負担金

01: 一般管理費

項 01: 総務管理費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般管理費

款 01: 総務費
事業名

01: 一般管理費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
397 0 0 397 0

【事業目的】
  介護保険料の賦課徴収を行い，適切な介護保険事業の運営に資する。

【事業内容】
　窓付き封筒や納入通知書等の印刷，国保連合会への特別徴収経由事務負担金

【主な経費の内訳】
　需用費：納入通知書等印刷製本費

国県支出金 地方債 その他
1 0 0 0 1

【事業目的】
　保険料の滞納処分を行い，適切な介護保険事業の運営に資する。

【事業内容】
　滞納処分の際に発生が見込まれる経費

【主な経費の内訳】
　役務費：滞納処分の際の手数料

介護保険係

介護保険係

款 01: 総務費
事業名

01: 滞納処分費
01: 滞納処分費

項 02: 徴収費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 滞納処分費

款 01: 総務費
事業名

01: 賦課徴収費
01: 賦課徴収費

項 02: 徴収費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 賦課徴収費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
95,635 0 0 95,635 0

【事業目的】
　介護認定審査事務の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　南薩介護保険事務組合への介護認定審査事務に係る負担金
　負担割合等：本市からの派遣職員（５人）の人件費及び共通管理経費（介護認定申請件
数割）

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：南薩介護保険事務組合負担金

国県支出金 地方債 その他
660 0 0 660 0

【事業目的】
　介護保険制度の普及・周知を図る。

【事業内容】
　介護保険制度の周知・広報に伴うパンフレット等の印刷

【主な経費の内訳】
　需用費：介護保険制度の広報に伴うパンフレット等の印刷製本費

介護保険係

介護保険係

款 01: 総務費
事業名

01: 趣旨普及費
01: 趣旨普及費

項 04: 趣旨普及費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 趣旨普及費

款 01: 総務費
事業名

01: 認定審査会事務負担金
01: 認定審査会事務負担金

項 03: 介護認定審査会費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 認定審査会事務負担金
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,452,000 617,100 0 573,540 261,360

【事業目的】
　居宅介護サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要介護と認定された方が，訪問介護や通所介護などの居宅介護サービスを受けた場合に
費用のうち保険給付分を国保連合会へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：居宅介護サービスに係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
10 5 0 3 2

【事業目的】
　特例居宅介護サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要介護認定を受けていない方が，緊急やむを得ない理由により居宅介護サービスを受け
た場合に，その後の介護認定結果を確認したあと，費用のうち保険給付分を利用者に支給
する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：特例居宅介護サービスに係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 特例居宅介護サービス給付費
01: 特例居宅介護サービス給付費

項 01: 介護サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 特例居宅介護サービス給付費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 居宅介護サービス給付費
01: 居宅介護サービス給付費

項 01: 介護サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 居宅介護サービス給付費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
972,000 413,100 0 383,940 174,960

【事業目的】
　地域密着型介護サービスに係る保険給付費を負担し介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要介護と認定された方が，グループホーム，小規模多機能型居宅介護，地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護などの地域密着型介護サービスを受けた場合に，費用のうち
保険給付分を国保連合会へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：地域密着型介護サービスに係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
10 4 0 4 2

【事業目的】
　特例地域密着型介護サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を
図る。

【事業内容】
　要介護認定を受けていない方が，緊急やむを得ない理由により地域密着型介護サービス
を受けた場合に，その後の介護認定結果を確認したあと，費用のうち保険給付分を利用者
に支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：特例地域密着型介護サービスに係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 特例地域密着型介護サービス給付費
01: 特例地域密着型介護サービス給付費

項 01: 介護サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 特例地域密着型介護サービス給付費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 地域密着型介護サービス給付費
01: 地域密着型介護サービス給付費

項 01: 介護サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 地域密着型介護サービス給付費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,004,000 851,700 0 791,580 360,720

【事業目的】
　施設介護サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要介護と認定された方が，介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養型医療施設
及び介護医療院での施設介護サービスを受けた場合に，費用のうち保険給付分を国保連合
会へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：施設介護サービスに係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
10 4 0 4 2

【事業目的】
　特例施設介護サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要介護認定を受けていない方が，緊急やむを得ない理由により施設介護サービスを受け
た場合に，その後の介護認定結果を確認したあと，費用のうち保険給付分を利用者に支給
する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：特例施設介護サービスに係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 特例施設介護サービス給付費
01: 特例施設介護サービス給付費

項 01: 介護サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 特例施設介護サービス給付費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 施設介護サービス給付費
01: 施設介護サービス給付費

項 01: 介護サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 施設介護サービス給付費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,200 1,785 0 1,659 756

【事業目的】
　居宅介護福祉用具購入に係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要介護の認定を受けた方が，指定事業所から福祉用具を購入した場合に，申請に基づき
償還払い又は受領委任払いにより費用のうち保険給付分を申請者又は登録業者へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：居宅介護福祉用具購入に係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
9,600 4,080 0 3,792 1,728

【事業目的】
　居宅介護住宅改修に係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要介護の認定を受けた方が，申請に基づき住宅を改修した場合に，償還払い又は受領委
任払いにより費用のうち保険給付分を申請者又は登録業者へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：居宅介護住宅改修に係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 居宅介護住宅改修費
01: 居宅介護住宅改修費

項 01: 介護サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 08: 居宅介護住宅改修費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 居宅介護福祉用具購入費
01: 居宅介護福祉用具購入費

項 01: 介護サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 07: 居宅介護福祉用具購入費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
186,000 79,050 0 73,470 33,480

【事業目的】
　居宅介護サービス計画作成に係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図
る。

【事業内容】
　要介護認定を受けた方が，居宅介護サービスを利用する際に必要な居宅介護サービス計
画（ケアプラン）作成を居宅介護支援事業所に依頼し，その作成に係る費用（全額）を国
保連合会へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：居宅介護支援に係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
10 4 0 5 1

【事業目的】
　特例居宅介護サービス計画作成に係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営
を図る。

【事業内容】
　要介護認定を受けていない方が，緊急やむを得ない理由により，居宅介護サービス計画
（ケアプラン）を受けた場合に，その後の介護認定結果を確認したあと，要した費用（全
額）を利用者に支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：特例居宅介護支援に係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 特例居宅介護サービス計画給付費
01: 特例居宅介護サービス計画給付費

項 01: 介護サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 10: 特例居宅介護サービス計画給付費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 居宅介護サービス計画給付費
01: 居宅介護サービス計画給付費

項 01: 介護サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 09: 居宅介護サービス計画給付費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
152,400 64,770 0 60,198 27,432

【事業目的】
　介護予防サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要支援と認定された方が，介護予防通所リハなどの介護予防サービスを受けた場合に，
費用のうち保険給付分を国保連合会へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：介護予防サービスに係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
10 4 0 4 2

【事業目的】
　特例介護予防サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要支援の認定を受けていない方が，緊急やむを得ない理由により介護予防サービスを受
けた場合に，その後の介護認定結果を確認したあと，費用のうち保険給付分を利用者に支
給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：特例介護予防サービスに係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 特例介護予防サービス給付費
01: 特例介護予防サービス給付費

項 02: 介護予防サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 特例介護予防サービス給付費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 介護予防サービス給付費
01: 介護予防サービス給付費

項 02: 介護予防サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 介護予防サービス給付費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,600 1,530 0 1,422 648

【事業目的】
　地域密着型介護予防サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を
図る。

【事業内容】
　要支援と認定された方が，グループホーム，小規模多機能型居宅介護などの地域密着型
介護予防サービスを受けた場合に，費用のうち保険給付分を国保連合会へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：地域密着型介護予防サービスに係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
10 4 0 4 2

【事業目的】
　特例地域密着型介護予防サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運
営を図る。

【事業内容】
　要支援認定を受けていない方が，緊急やむを得ない理由により地域密着型介護予防サー
ビスを受けた場合に，その後の介護認定結果を確認したあと，費用のうち保険給付分を利
用者に支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：特例地域密着型介護予防サービスに係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 特例地域密着型介護予防サービス給付費
01: 特例地域密着型介護予防サービス給付費

項 02: 介護予防サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 特例地域密着型介護予防サービス給付費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 地域密着型介護予防サービス給付費
01: 地域密着型介護予防サービス給付費

項 02: 介護予防サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 地域密着型介護予防サービス給付費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,400 1,020 0 948 432

【事業目的】
　介護予防福祉用具購入に係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要支援の認定を受けた方が，指定事業所から福祉用具を購入した場合に，申請に基づき
償還払い又は受領委任払いにより費用のうち保険給付分を申請者又は登録業者へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：介護予防福祉用具購入に係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
6,600 2,805 0 2,607 1,188

【事業目的】
　介護予防住宅改修に係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要支援の認定を受けた方が，申請に基づき住宅を改修した場合に，償還払い又は受領委
任払いにより費用のうち保険給付分を申請者又は登録業者へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：介護予防住宅改修に係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 介護予防住宅改修費
01: 介護予防住宅改修費

項 02: 介護予防サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 06: 介護予防住宅改修費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 介護予防福祉用具購入費
01: 介護予防福祉用具購入費

項 02: 介護予防サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 05: 介護予防福祉用具購入費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
22,800 9,690 0 9,006 4,104

【事業目的】
　介護予防サービス計画作成に係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図
る。

【事業内容】
　要支援認定を受けた方が，介護予防サービスを利用する際に必要な居宅介護予防サービ
ス計画作成を地域包括支援センターに依頼し，その作成に係る費用（全額）を国保連合会
へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：介護予防支援に係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
10 4 0 4 2

【事業目的】
　特例介護予防サービス計画作成に係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営
を図る。

【事業内容】
　要支援認定を受けていない方が，緊急やむを得ない理由により介護予防サービス計画を
受けた場合に，その後の介護認定結果を確認したあと，要した費用（全額）を利用者に支
給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：特例介護予防支援に係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 特例介護予防サービス計画給付費
01: 特例介護予防サービス計画給付費

項 02: 介護予防サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 08: 特例介護予防サービス計画給付費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 介護予防サービス計画給付費
01: 介護予防サービス計画給付費

項 02: 介護予防サービス等諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 07: 介護予防サービス計画給付費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,800 2,040 0 1,896 864

【事業目的】
　介護給付費審査支払手数料を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　各事業所からの介護（予防）サービスに係る費用請求を受けて，国保連合会が請求内容
の審査を行うための費用を負担する。

【主な経費の内訳】
　役務費：国保連合会への審査支払手数料

国県支出金 地方債 その他
144,000 61,200 0 56,880 25,920

【事業目的】
　高額介護サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要介護認定を受けた方の介護サービスの利用負担額が上限を超えた場合に，申請により
その上限を超えた差額を支給限度額の範囲内で支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：高額介護サービスに係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 高額介護サービス費
01: 高額介護サービス費

項 04: 高額介護サービス等費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 高額介護サービス費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 審査支払手数料
01: 審査支払手数料

項 03: その他諸費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 審査支払手数料
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
300 128 0 118 54

【事業目的】
　高額介護予防サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要支援認定を受けた方の介護予防サービスの利用負担額が上限を超えた場合に，申請に
よりその上限を超えた差額を支給限度額の範囲内で支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：高額介護予防サービスに係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
19,778 8,404 0 7,812 3,562

【事業目的】
　高額医療合算介護サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図
る。

【事業内容】
　要介護の認定を受けた方が属する世帯で，介護サービスと医療保険の自己負担額を合算
し，利用者負担が著しく高額となった場合に，その世帯の所得に応じて支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：高額医療合算介護サービスに係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 高額医療合算介護サービス費
01: 高額医療合算介護サービス費

項 05: 高額医療合算介護サービス等費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 高額医療合算介護サービス費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 高額介護予防サービス費
01: 高額介護予防サービス費

項 04: 高額介護サービス等費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 高額介護予防サービス費

-236-



【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
300 127 0 118 55

【事業目的】
　高額医療合算介護予防サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営
を図る。

【事業内容】
　要支援の認定を受けた方が属する世帯で，介護予防サービスと医療保険の自己負担額を
合算し，利用者負担が著しく高額となった場合に，その世帯の所得に応じて支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：高額医療合算介護予防サービスに係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
240,000 102,000 0 94,800 43,200

【事業目的】
　特定入所者介護サービスに係る保険給付費を負担し介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　要介護の認定を受けた方で，施設入所やショートステイを利用した場合の負担を軽減す
るため，食費及び居住費の一部を国保連合会へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：特定入所者介護サービスに係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 特定入所者介護サービス費
01: 特定入所者介護サービス費

項 06: 特定入所者介護サービス等費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 特定入所者介護サービス費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 高額医療合算介護予防サービス費
01: 高額医療合算介護予防サービス費

項 05: 高額医療合算介護サービス等費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 高額医療合算介護予防サービス費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
10 4 0 4 2

【事業目的】
　特例特定入所者介護サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を
図る。

【事業内容】
　要介護認定を受けていない方が，やむを得ない理由により特定入所者介護サービスを受
けた場合にその後の介護認定結果を確認したあと，要した費用を利用者に支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：特例特定入所者介護サービスに係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
600 255 0 237 108

【事業目的】
　特定入所者介護予防サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を
図る。

【事業内容】
　要支援の認定を受けた方が，ショートステイを利用した場合の負担を軽減するため食費
及び居住費の一部を国保連合会へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：特定入所者介護予防サービスに係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 02: 保険給付費
事業名

01: 特定入所者介護予防サービス費
01: 特定入所者介護予防サービス費

項 06: 特定入所者介護サービス等費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 特定入所者介護予防サービス費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 特例特定入所者介護サービス費
01: 特例特定入所者介護サービス費

項 06: 特定入所者介護サービス等費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 特例特定入所者介護サービス費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
10 4 0 4 2

【事業目的】
　特例特定入所者介護予防サービスに係る保険給付費を負担し，介護保険事業の円滑な運
営を図る。

【事業内容】
　要支援認定を受けていない方が，やむを得ない理由により特定入所者介護予防サービス
を受けた場合，その後の介護認定結果を確認したあと，要した費用を利用者に支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：特例特定入所者介護予防サービスに係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
14,400 5,400 0 5,688 3,312

【事業目的】
　基準型訪問介護予防サービスに係る事業費を負担し，要支援者等の支援を行う。

【事業内容】
　要支援者等が基準型訪問介護予防サービスを受けた場合に，費用のうち保険給付分を国
保連合会へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：基準型訪問介護予防サービスに係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 第１号訪問事業費
01: 基準型訪問介護予防サービス事業費

項 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

予算額
特定財源

一般財源
目 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

款 02: 保険給付費
事業名

01: 特例特定入所者介護予防サービス費
01: 特例特定入所者介護予防サービス費

項 06: 特定入所者介護サービス等費
予算額

特定財源
一般財源

目 04: 特例特定入所者介護予防サービス費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,803 676 0 712 415

【事業目的】
　高齢者の自立支援に基づいた訪問型サービスの基準を緩和し支援することで，サービス
の利便性向上や訪問介護事業所の負担軽減等を図り，介護予防への取組みを推進する。

【事業内容】
　現行の訪問介護予防サービスの基準を緩和し，室内清掃，ゴミ出し，買い物代行，洗濯
の生活支援サービスを指定事業所以外の民間へ委託することで，在宅介護支援の充実を図
る。

【主な経費の内訳】
　報償費：従事者研修時講師謝礼等
　委託料：訪問介護サービス委託料

国県支出金 地方債 その他
51,600 19,350 0 20,382 11,868

【事業目的】
　基準型通所介護予防サービスに係る事業費を負担し，要支援者等の日常生活上の支援を
行う。

【事業内容】
　要支援者等が基準型通所介護予防サービスを受けた場合に，費用のうち保険給付分を国
保連合会へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：基準型通所介護予防サービスに係る医療費等負担金

高齢者福祉係

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 第１号訪問事業費
02: 緩和型訪問介護予防サービス事業費

項 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

予算額
特定財源

一般財源
目 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険係

款 03: 地域支援事業費
事業名

02: 第１号通所事業費
01: 基準型通所介護予防サービス事業費

項 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

予算額
特定財源

一般財源
目 01: 介護予防・生活支援サービス事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
3,840 1,440 0 1,517 883

【事業目的】
　緩和型デイサービスに係る事業費を負担し，要支援者等の日常生活上の支援を行う。

【事業内容】
　要支援者等が緩和型デイサービスを受けた場合に，費用のうち保険給付分を国保連合会
へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：緩和型デイサービスに係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
360 135 0 142 83

【事業目的】
　高額介護予防サービス費相当事業に係る経費を負担し，介護保険事業の円滑な運営を図
る。

【事業内容】
　介護予防・生活支援サービス事業の利用負担額が上限を超えた場合に，申請によりその
上限を超えた差額を支給限度額の範囲内で支給する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：高額介護予防サービス費相当に係る医療費等負担金

介護保険係

介護保険係

款 03: 地域支援事業費
事業名

03: 高額介護予防サービス費相当事業費
01: 高額介護予防サービス費相当事業費

項 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

予算額
特定財源

一般財源
目 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

款 03: 地域支援事業費
事業名

02: 第１号通所事業費
02: 緩和型デイサービス事業費

項 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

予算額
特定財源

一般財源
目 01: 介護予防・生活支援サービス事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
180 67 0 71 42

【事業目的】
　高額医療合算介護予防サービス費相当事業に係る経費を負担し，介護保険事業の円滑な
運営を図る。

【事業内容】
　介護予防・生活支援サービス事業を利用する世帯で，当該サービス費と医療保険の自己
負担額を合算し，利用者負担が著しく高額となった場合に，その世帯の所得に応じて支給
する。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：高額医療合算介護予防サービス費相当に係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
19,763 7,392 0 7,787 4,584

【事業目的】
　高齢者が自立して生活できるように総合事業における介護予防ケアマネジメントを行い
介護予防を図る。

【事業内容】
　介護支援専門員等が，介護予防ケアマネジメント（個別の目標設定・計画作成・サービ
スの調整・評価等）を行う経費

【主な経費の内訳】
　報酬：会計年度任用職員の報酬

　
介護予防支援係

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 介護予防ケアマネジメント事業費
01: 介護予防ケアマネジメント事業費

項 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

予算額
特定財源

一般財源
目 02: 介護予防ケアマネジメント事業費

介護保険係

款 03: 地域支援事業費
事業名

04: 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費
01: 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費

項 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

予算額
特定財源

一般財源
目 01: 介護予防・生活支援サービス事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
720 270 0 284 166

【事業目的】
　介護予防ケアマネジメント作成に係る経費を負担し介護保険事業の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　介護予防・生活支援サービスを利用する際に必要な介護予防ケアマネジメントの作成に
係る費用（全額）を国保連合会へ支払う。

【主な経費の内訳】
　負担金，補助及び交付金：介護予防ケアマネジメントに係る医療費等負担金

国県支出金 地方債 その他
288 108 0 114 66

【事業目的】
　介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料を負担し事業の円滑な実施を図る。

【事業内容】
　介護予防・日常生活支援総合事業のサービスに係る費用請求を受けて，国保連合会が請
求内容の審査を行うための費用を負担する。

【主な経費の内訳】
　役務費：国保連への審査支払手数料

介護保険係

介護保険係

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 審査支払手数料
01: 審査支払手数料

項 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

予算額
特定財源

一般財源
目 03: その他諸費

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 介護予防ケアマネジメント事業費
03: 介護予防ケアマネジメント事業費（介護）

項 01: 介護予防・生活支援サービス事業費

予算額
特定財源

一般財源
目 02: 介護予防ケアマネジメント事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
6,979 2,611 0 2,750 1,618

【事業目的】
　介護予防の普及と要介護状態になる恐れのある在宅高齢者を早期に把握し，介護予防
事業や適切なサービス及び制度へつなげる。

【事業内容】
　看護師が，家庭訪問等で高齢者の実態把握を行い，必要に応じて適切なサービス等につ
なげる経費

【主な経費の内訳】
　報酬：会計年度任用職員の報酬

　

国県支出金 地方債 その他
1,613 605 0 637 371

【事業目的】
　介護予防や認知症予防の知識と実践方法等を学び，高齢者が自ら介護予防等に取り組め
るよう普及啓発を図る。
　
【事業内容】
　専門講師による講演会や相談会等，脳の活性化を図る認知症予防講座を開催するための
経費

【主な経費の内訳】
　委託料：認知症予防講座等委託料

地域包括ケア係

介護予防支援係

款 03: 地域支援事業費
事業名

02: 介護予防普及啓発事業費
02: 介護予防普及啓発事業費(地域包括ケア)

項 02: 一般介護予防事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般介護予防事業費

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 介護予防把握事業費
01: 介護予防把握事業費

項 02: 一般介護予防事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般介護予防事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
9,008 3,372 0 3,569 2,067

【事業目的】
　地域活動組織の育成を行い，高齢者が自ら介護予防に取り組めるよう支援する。

【事業内容】
　地域活動組織への支援や協力，貯筋運動を推進するための経費

【主な経費の内訳】
　報酬：会計年度任用職員報酬
　需用費：公用車（一般修繕）の修繕料

国県支出金 地方債 その他
12,000 6,496 0 3,478 2,026

【事業目的】
　高齢者の健康づくりやボランティア等の社会参加活動を促進し，元気な高齢者が生活
支援の担い手として活躍する地域社会の実現に寄与する。

【事業内容】
　高齢者の健康づくりや社会参加活動に対してポイントを付与し，蓄積されたポイント
に応じて地域商品券を交付する。

【主な経費の内訳】
　報酬　：会計年度任用職員に係る報酬
　報償費：活動ポイント交換経費
　役務費：電話料等の通信運搬費
　使用料及び賃借料：複写機使用料

高齢者福祉係

款 03: 地域支援事業費
事業名

04: 高齢者元気度アップ・ポイント事業費
01: 高齢者元気度アップ・ポイント事業費

項 02: 一般介護予防事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般介護予防事業費

地域包括ケア係

款 03: 地域支援事業費
事業名

03: 地域介護予防活動支援事業費
01: 地域介護予防活動支援事業費

項 02: 一般介護予防事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般介護予防事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
189 71 0 75 43

【事業目的】
　地域において，リハビリテーション専門職の知見を活かし，自立支援の取組や介護予防
を推進する。

【事業内容】
　リハビリテーション専門職が，通いの場等で，高齢者の有する能力を評価しながら，介
護予防に関する技術的な助言を行うための経費

【主な経費の内訳】
　報償費：活動支援時謝礼

国県支出金 地方債 その他
3,895 2,244 0 748 903

【事業目的】
　高齢者が安心して生活するため，必要な支援を把握し，適切な機関・制度・サービスに
つなげる。

【事業内容】
　社会福祉士を中心に，家庭訪問や窓口での相談業務を行い，適切なサービスや関係機関
につなげる経費。
　看護師の訪問により個別ニーズの把握や継続的な支援を行う。

【主な経費の内訳】
　報酬：会計年度任用職員（看護師）の報酬
　負担金，補助及び交付金：高齢者虐待対応研修会負担金
　　　　　　　　　　　　　地域包括支援センター職員課題別研修会負担金
　

介護予防支援係

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 総合相談事業費
01: 総合相談事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 総合相談事業費

地域包括ケア係

款 03: 地域支援事業費
事業名

05: 地域リハビリテーション活動支援事業費
01: 地域リハビリテーション活動支援事業費

項 02: 一般介護予防事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般介護予防事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,931 1,689 0 563 679

【事業目的】
　高齢者の自立支援のため，環境面，継続性を含めて地域の関係機関とネットワーク
構築を図る。

【事業内容】
　主任介護支援専門員が中心となり，介護支援専門員に対する後方支援や関係機関と
連携を図る経費

【主な経費の内容】
　報酬：会計年度任用職員（主任介護支援専門員）の報酬
　　　　介護支援専門員研修会の講師謝金等
　
　
　

国県支出金 地方債 その他
594 343 0 114 137

【事業目的】
　ケアマネジメント等の適切化，事業サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化など介
護給付の適正化に努め，介護保険制度の円滑な運営を図る。

【事業内容】
　講師謝金，ケアプランの点検，介護給付費通知

【主な経費の内訳】
　役務費：介護給付費通知に係る通信運搬費
　委託料：ケアプラン点検委託料
　　　　　介護従事者への研修委託料

介護予防支援係

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
01: 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

介護保険係

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 介護給付等費用適正化事業費
01: 介護給付等費用適正化事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 任意事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
1,680 972 0 324 384

【事業目的】
　要介護４・５に認定された高齢者であって，市民税非課税世帯に属する者を現に介護し
ている家族に対しての支援を行う。

【事業内容】
　年間75,000円（月額6,250円）を限度に介護用品を支給

【主な経費の内訳】
　扶助費：家族介護用品支援事業に係る扶助費

国県支出金 地方債 その他
505 291 0 97 117

【事業目的】
　認知症に関する広報，啓発活動や徘徊高齢者等の見守り体制を構築する。

【事業内容】
　認知症フェスタの開催や見守り体制の構築に係る優導訓練等の経費

【主な経費の内訳】
　報償費：認知症フェスタ講師料
　委託料：DVD編集料，普及啓発用名入れ（デザイン料他）

介護保険係

款 03: 地域支援事業費
事業名

02: 家族介護支援事業費
01: 家族介護支援事業費（介護）

項 03: 包括的支援事業・任意事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 任意事業費

地域包括ケア係

款 03: 地域支援事業費
事業名

02: 家族介護支援事業費
02: 家族介護支援事業費（地域包括ケア）

項 03: 包括的支援事業・任意事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 任意事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,059 1,189 0 396 474

【事業目的】
　認知症や知的障害を含む精神上の障害で判断能力が不十分な人が，不利益を被らないよ
うに支援をするため，市成年後見制度利用促進の中核機関としての運営を円滑に行う。

【事業内容】
　　成年後見制度利用が必要な人の利用相談支援
　　成年後見制度普及啓発のための広報活動
　　成年後見制度利用促進協議会の開催

【主な経費の内訳】
　報償費：成年後見人等報酬助成
　　　　　成年後見利用促進協議会委員への謝金
　　　　　成年後見制度普及啓発研修の講師謝金
　

国県支出金 地方債 その他
40 23 0 8 9

【事業目的】
　居宅介護支援事業者等が，ケアプランを提供していない要介護（支援）者の居宅介護住
宅改修費等の申請に必要な理由書を作成した場合に，助成を行う。

【事業内容】
　申請１件につき2,000円の手数料を支給

【主な経費の内訳】
　役務費：住宅改修支援事業にかかる手数料

款 03: 地域支援事業費
事業名

03: 成年後見制度利用支援事業費
01: 成年後見制度利用支援事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 任意事業費

介護保険係

款 03: 地域支援事業費
事業名

04: 福祉用具・住宅改修支援事業費
01: 福祉用具・住宅改修支援事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 任意事業費

介護予防支援係
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
84 48 0 16 20

【事業目的】
　認知症について正しく理解し，認知症の人やその家族を支援する人材を養成することに
より，認知症になっても安心して暮らし続ける事の出来る地域づくりを推進する。

【事業内容】
　認知症サポーター養成講座，ステップアップ講座を開催するための経費

【主な経費の内訳】
　報償費：キャラバン・メイトの出会謝礼

国県支出金 地方債 その他
44,424 25,655 0 8,552 10,217

【事業目的】
　ひとり暮らしの高齢者等で，家庭において日常生活を営むのに支障のある者に対し，
食事の配食を行うことにより，食生活の改善や健康増進及び孤独感の解消を図るととも
に安否の確認を行う。

【事業内容】
　原則，月～土曜日（12/29～1/3除く）の週３日以上の１日２食，または週６食以上
　普通食：470円/１食，特別食：520円/１食（別途，利用者負担450円）

【主な経費の内訳】
　委託料：高齢者等訪問給食サービス事業委託料

地域包括ケア係

高齢者福祉係

目 03: 任意事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 地域支援事業費
事業名

05: 認知症サポーター等養成事業費
01: 認知症サポーター等養成事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費

目 03: 任意事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 地域支援事業費
事業名

06: 地域自立生活支援事業費
01: 地域自立生活支援事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
726 420 0 140 166

【事業目的】
　認知症やその家族を支援するために地域の支援機関や医療と介護の連携強化を図り，支
援体制の構築を図る。

【事業内容】
　認知症地域支援推進員を中心に，認知症本人やその家族を支援するための事業を行う経
費

【主な経費の内容】
　委託料：認知症カフェ運営委託料
　負担金，補助及び交付金：認知症地域支援推進員研修負担金

国県支出金 地方債 その他
972 561 0 187 224

【事業目的】
　認知症の人やその家族に早期に関わり，適切な支援につなげ，認知症になっても住み慣
れた地域で安心して生活できるよう支援体制を構築する。

【事業内容】
　「認知症初期集中支援チーム」を地域包括支援センターに設置し，認知症サポート医を
はじめとする関係機関と連携しながら，認知症の早期発見・早期診断・早期支援を行うた
めの経費

【主な経費の内訳】
　報償費：認知症初期集中支援チーム員会議謝礼
　負担金，補助及び交付金：認知症初期集中支援チーム員研修負担金

地域包括ケア係

目 04: 認知症総合支援事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 地域支援事業費
事業名

02: 認知症初期集中支援推進事業費
01: 認知症初期集中支援推進事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費

地域包括ケア係

目 04: 認知症総合支援事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 認知症地域支援・ケア向上事業費
01: 認知症地域支援・ケア向上事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
8,000 4,620 0 1,540 1,840

【事業目的】
　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう生活支援サービスを担う事業主体と
連携しながら，多様な日常生活上の支援体制の充実・強化を図る。

【事業内容】
　生活支援コーディネーター活動や生活支援体制整備協議体を開催し，生活支援に関する
多様な社会資源等の実態把握や開発に取り組むための経費

【主な経費の内訳】
　委託料：生活支援体制整備事業委託料

国県支出金 地方債 その他
764 441 0 147 176

【事業目的】
　医療と介護サービスの両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる
よう関係者の連携を推進・強化を図る。

【事業内容】
　在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために，資源把握，課題や対応策の検討，
関係者の研修会，相談支援，地域住民への普及啓発等，実施するための経費

【主な経費の内訳】
　委託料：南薩地域在宅医療・介護連携推進連絡協議会委託料
　備品購入費：タブレットパソコン等購入費

地域包括ケア係

目 06: 在宅医療・介護連携推進事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 在宅医療・介護連携推進事業費
01: 在宅医療・介護連携推進事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費

地域包括ケア係

目 05: 生活支援体制整備事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 生活支援体制整備事業費
01: 生活支援体制整備事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
64 37 0 12 15

【事業目的】
　個別地域ケア会議の積み重ねから出された地域課題をもとに，社会資源の開発，人材育
成，新たな仕組みづくりに向けた政策形成などにつなげ，高齢者の支援の社会基盤の整備
を図る。

【事業内容】
　エリア別，市の地域ケア会議を開催し，地域のネットワーク構築，社会資源の開発等を
行うための経費

【主な経費の内訳】
　報償費：地域ケア会議出会謝礼

国県支出金 地方債 その他
272 157 0 52 63

【地域包括ケア係の地域ケア会議推進事業費より分岐】
【事業目的】
　高齢者の個別課題の解決や自立支援・重度化を予防すると同時に課題分析を行うことで
地域課題を把握する。

【事業内容】
　介護予防のための地域ケア個別会議，困難事例等の個別地域ケア会議を開催し，多職種
協働による支援を行う。

【主な経費の内訳】
　報償費：専門職助言者へ謝金

地域包括ケア係

介護予防支援係

目 07: 地域ケア会議推進事業費
予算額

特定財源
一般財源

目 07: 地域ケア会議推進事業費
予算額

特定財源
一般財源

款 03: 地域支援事業費
事業名

01: 地域ケア会議推進事業費
01: 地域ケア会議推進事業費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費

款 03: 地域支援事業費
事業名

02: 個別地域ケア会議費
01: 個別地域ケア会議費

項 03: 包括的支援事業・任意事業費
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
12,572 0 0 90 12,482

【事業目的】
　第１号被保険者保険料の給付費充当残及び基金利子を介護給付費準備基金に積み立てる。

【事業内容】
　介護給付費準備基金への積立

【主な経費の内訳】
　積立金：介護給付費準備基金積立金

国県支出金 地方債 その他
1 0 0 1 0

【事業目的】
　一時借入金の利子を償還する。

【事業内容】
　介護保険事業の運営財源に不足を生じた場合に借り入れる一時借入金の利子

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：一時借入金の利子の償還金

介護保険係

介護保険係

款 05: 公債費
事業名

01: 一時借入金利子償還金
01: 一時借入金利子償還金

項 01: 公債費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一時借入金利子償還金

款 04: 基金積立金
事業名

01: 介護給付費準備基金積立金
01: 介護給付費準備基金積立金

項 01: 基金積立金
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 介護給付費準備基金積立金
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
800 0 0 0 800

【事業目的】
　過年度の第１号被保険者保険料を払い戻す。

【事業内容】
　死亡等により介護保険料の返還が生じた場合の払戻金

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：過年度の介護保険料の払戻金

国県支出金 地方債 その他
1 0 0 0 1

【事業目的】
　前年度の介護給付費，地域支援事業費の精算に伴う国庫負担金等を返納する。

【事業内容】
　国庫負担金，県負担金，支払基金交付金等に返納が生じた場合の返還金

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：前年度精算に伴う返還金

介護保険係

介護保険係

款 06: 諸支出金
事業名

01: 償還金
01: 償還金

項 01: 償還金及び還付加算金
予算額

特定財源
一般財源

目 02: 償還金

款 06: 諸支出金
事業名

01: 第１号被保険者還付金
01: 第１号被保険者還付金

項 01: 償還金及び還付加算金
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 第1号被保険者還付金
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
50 0 0 0 50

【事業目的】
　第１号被保険者保険料の返納に加算金が生じた場合，加算金を支払う。

【事業内容】
　死亡等により保険料に還付が生じ，加算金が発生した場合の経費

【主な経費の内訳】
　償還金，利子及び割引料：加算金発生時の経費

国県支出金 地方債 その他
1 0 0 0 1

【事業目的】
　介護給付費，地域支援事業費及びその他事務費の前年度精算に伴う市負担金を一般会計
へ繰出す。

【事業内容】
　一般会計繰出金

【主な経費の内訳】
　繰出金：前年度精算に伴う繰出金

介護保険係

介護保険係

款 06: 諸支出金
事業名

01: 一般会計繰出金
01: 一般会計繰出金

項 02: 繰出金
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 一般会計繰出金

款 06: 諸支出金
事業名

01: 第１号被保険者加算金
01: 第１号被保険者加算金

項 01: 償還金及び還付加算金
予算額

特定財源
一般財源

目 03: 第1号被保険者加算金
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【歳出】  05 介護保険事業特別会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
800 0 0 0 800

【事業目的】
　突発的な費用に対応する経費

【事業内容】
　予備費

【主な経費の内訳】
　予備費：突発的な対応に係る経費

介護保険係

款 07: 予備費
事業名

01: 予備費
01: 予備費

項 01: 予備費
予算額

特定財源
一般財源

目 01: 予備費
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令和 4 年度

水道事業会計

水道事業会計　
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【歳出】　水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
133,321 0 0 0 133,321

【事業目的】
　給水区域の住民に水道水を供給するため，取水，送水及び浄水施設の維持管理を
図る経費

【事業内容】
　各地域水道施設の取水・浄水・送水等の維持管理に要する経費で，委託料，手数料，
修繕費，動力費等

【主な経費の内訳】
　委託料：水道施設電気設備保守管理業務委託料
　手数料：水質検査手数料
　修繕費：水源地施設等修繕費
　動力費：水源地動力費

国県支出金 地方債 その他
77,315 0 0 4,086 73,229

【事業目的】
　給水区域の住民に水道水を供給するため，配水及び給水施設の維持管理を図る経費

【事業内容】
　配水池，配水管，ポンプ等の維持管理に要する経費で，委託料，修繕費等

【主な経費の内訳】
　委託料：水道施設管理業務委託料
　修繕費：配水等施設及び送・配水管等修繕並びに量水器取替修理
　材料費：送・配水管等修繕及び不断水用仕切弁に係る材料費

業務係

01：営業費用
予算額

特定財源
一般財源

款 01：水道事業費用
事業名 配水及び給水費

項

目 02：配水及び給水費

業務係

特定財源
一般財源

目 01：原水及び浄水費

款 01：水道事業費用
事業名 原水及び浄水費

項 01：営業費用
予算額
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【歳出】　水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
133,308 1,000 0 1,217 131,091

【事業目的】
　給水区域の住民に水道水を供給するための一般経費

【事業内容】
　水道事業会計職員の人件費及び水道事業全般に係る経費

【主な経費の内訳】
　職員人件費：給料，手当等，法定福利費（共済組合負担金，退職手当組合負担金）
　委託料：検針業務委託料，各種システム保守委託料，水道施設台帳作成業務委託料等
　貸借料：複写機借上使用料・カウント料，会計システムリース料　
　賞与等引当金繰入額：令和５年６月支給期末・勤勉手当等のうち令和４年12月～
　　　　　　　　　　　令和５年３月に係る期末・勤勉手当及び共済組合負担金
　修繕費：公用車の車検，修繕費

国県支出金 地方債 その他
289,905 0 0 49,760 240,145

【事業目的】
　有形固定資産の事業年度減価償却の経費

【事業内容】
　建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・工具器具及び備品の減価償却費

業務係

目 04：減価償却費

01：営業費用
予算額

特定財源
一般財源

款 01：水道事業費用
事業名 減価償却費

項

業務係

予算額
特定財源

一般財源
目 03：総係費

款 01：水道事業費用
事業名 総係費

項 01：営業費用
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【歳出】　水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
11,471 0 0 0 11,471

【事業目的】
　除却された固定資産で減価償却されていない額及び廃棄された棚卸資産の額を資産
減耗する経費

【事業内容】
　配水管布設替等による除却資産の未償却分及び棚卸資産の不用品を廃棄する除却費

国県支出金 地方債 その他
27,064 0 0 9,779 17,285

【事業目的】
　事業費の財源不足を補うために借入れた企業債（旧簡水債含む。）及び過疎債の
利子償還を行う経費

【事業内容】
　企業債及び過疎債の利子償還金
　　企業債利息　90件（令和３年度借入予定含む）
　　過疎債利息　１件

業務係

業務係

款 01：水道事業費用
事業名 資産減耗費

項

目 01：支払利息

02：営業外費用
予算額

特定財源
一般財源

款 01：水道事業費用
事業名 支払利息

項

予算額
特定財源

一般財源
目 05：資産減耗費

01：営業費用
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【歳出】　水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
9,052 0 0 0 9,052

【事業目的】
　消費税及び地方消費税の納付にかかる経費

【事業内容】
　消費税額に応じて納付する消費税及び地方消費税

国県支出金 地方債 その他
100 0 0 0 100

【事業目的】
　営業外費用の雑支出に要する経費

【事業内容】
　営業外費用で支払利息及び消費税納付以外の経費

業務係

業務係

目 03：雑支出

02：営業外費用
予算額

特定財源
一般財源

款 01：水道事業費用
事業名 雑支出

項

予算額
特定財源

一般財源
目 02：消費税及び地方消費税

款 01：水道事業費用
事業名 消費税及び地方消費税

項 02：営業外費用
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【歳出】　水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,000 0 0 0 2,000

【事業目的】
　予備費

【事業内容】
　収益的支出の予備費

国県支出金 地方債 その他
90,000 12,500 0 77,500 0

【事業目的】
　水道施設の新規布設等を行い，安定した水道水の供給と水道給水の向上を図る経費
　水道施設の維持管理において，管理しやすいシステムを構築し，自動化及び簡素化
を図る経費

【事業内容】
　配水管路網充実のための拡張工事
　水源地等の設備について，遠方監視装置の設置工事
　水源地等の設備について，遠方監視装置の設置を行うための実施設計業務委託

【主な経費の内訳】
　工事請負費：配水管拡張工事，非常用発電機設置工事，遠方監視装置新設工事
　委託料：遠方監視装置新設に係る測量設計業務委託

業務係

業務係

予算額
特定財源

一般財源
目 01：拡張費

款 01：資本的支出
事業名 拡張費

項 01：建設改良費

目 01：予備費

03：予備費
予算額

特定財源
一般財源

款 01：水道事業費用
事業名 予備費

項
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【歳出】　水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
215,000 0 160,000 55,000 0

【事業目的】
　老朽施設の更新等を行い，安定した水道水の供給を図る経費

【事業内容】
　老朽施設の更新及び道路改良等に伴う水道管の移設等を行う。

【主な経費の内訳】
　工事請負費：永田上配水管布設替工事，中山田下之口配水管布設替工事
　　　　　　　塩屋配水管布設替工事，瀬世中配水管布設替工事
　　　　　　　粟ヶ窪配水管布設替工事，谷場配水管布設替工事
　　　　　　　高田水源地取水ポンプ取替工事，西木場水源地ろ過ポンプ取替工事
　　　　　　　永里水源地取水ポンプ取替工事，中渡瀬第１水源地取水ポンプ取替工事
　　　　　　　石垣第１水源地取水ポンプ取替工事，谷場水源地取水ポンプ取替工事　ほか
　委託料　　：測量設計業務委託

国県支出金 地方債 その他
867 0 0 867 0

【事業目的】
　固定資産を購入するための経費

【事業内容】
　新規水道開設者へのメーター器貸与を行う。

業務係

業務係

予算額
特定財源

一般財源
目 01：固定資産購入費

款 01：資本的支出
事業名 固定資産購入費

項 02：営業設備費

目 02：改良費

01：建設改良費
予算額

特定財源
一般財源

款 01：資本的支出
事業名 改良費

項
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【歳出】　水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
145,544 0 0 145,544 0

【事業目的】
　事業費の財源不足を補うために借入れた企業債の元金償還を行う経費

【事業内容】
　企業債の元金償還金　69件

国県支出金 地方債 その他
917 0 0 917 0

【事業目的】
　事業費の財源不足を補うために借入れた過疎債の元金償還を行う経費 

【事業内容】
　過疎債の元金償還　１件

業務係

目 02：過疎債償還金

03：企業債償還金
予算額

特定財源
一般財源

款 01：資本的支出
事業名 過疎債償還金

項

業務係

特定財源
一般財源

目 01：企業債償還金

款 01：資本的支出
事業名 企業債償還金

項 03：企業債償還金
予算額
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【歳出】　水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,000 0 0 2,000 0

【事業目的】
　予備費

【事業内容】
　資本的支出の予備費

業務係

予算額
特定財源

一般財源
目 01：予備費

款 01：資本的支出
事業名 予備費

項 04予備費
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令和 4 年度

公共下水道事業会計

公共下水道事業会計　
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【歳出】　公共下水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
11,553 0 0 0 11,553

【事業目的】
　管渠及びマンホールポンプの維持管理に要する経費

【事業内容】
　管渠及びマンホールポンプ等の維持管理に要する経費で委託料，修繕費，動力費等

【主な経費の内訳】
　委託料：管渠等維持管理業務委託等
　修繕費：マンホールポンプ等の修繕
　動力費：マンホールポンプ用動力費

国県支出金 地方債 その他
20,837 0 0 0 20,837

【事業目的】
　知覧中央浄化センターの維持管理に要する経費

【事業内容】
　施設の維持管理に要する経費で委託料，修繕費，動力費等

【主な経費の内訳】
　委託料：施設維持管理業務委託等
　修繕費：下水道施設等修繕費
　動力費：施設動力費

款 01：下水道事業費用
事業名

項 01：営業費用

目 01：汚水管渠費
予算額

特定財源
一般財源

款 01：下水道事業費用
事業名

項 01：営業費用
予算額

特定財源
一般財源

目 02：処理場費

業務係

業務係

汚水管渠費

処理場費
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【歳出】　公共下水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
17,324 0 0 6,204 11,120

【事業目的】
　下水道事業を運営するための一般経費

【事業内容】
　下水道事業会計職員の人件費及び下水道事業全般に係る経費

【主な経費の内訳】
　職員人件費：給料，手当等，法定福利費
　委託料：会計システム保守委託料，BCP契約策定業務委託料，下水道区域拡大資料業
　　　　務委託料
　賞与等引当金繰入額：令和５年６月支給期末・勤勉手当等のうち令和４年12月～
　　　　　　　　　　　令和５年３月に係る期末・勤勉手当及び共済組合負担金

国県支出金 地方債 その他
97,325 0 0 97,325 0

【事業目的】
　有形固定資産の事業年度減価償却の経費

【事業内容】
　建物・構築物・機械及び装置等の減価償却費

業務係

業務係

項 01：営業費用
予算額

特定財源
一般財源

款 01：下水道事業費用
事業名

目 03：総係費

款 01：下水道事業費用
事業名

項 01：営業費用
予算額

特定財源
一般財源

目 04：減価償却費

総係費

減価償却費
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【歳出】　公共下水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
9,565 0 0 9,565 0

【事業目的】
　事業費の財源不足を補うために借入れた企業債の利子償還を行う経費

【事業内容】
　企業債の利子償還金　32件

国県支出金 地方債 その他
2,500 0 0 0 2,500

【事業目的】
　消費税及び地方消費税の納付にかかる経費

【事業内容】
　消費税額に応じて納付する消費税及び地方消費税

業務係

業務係

項 02：営業外費用
予算額

特定財源
一般財源

款 01：下水道事業費用
事業名

目 01：支払利息

款 01：下水道事業費用
事業名

項 02：営業外費用

目 02：消費税及び地方消費税
予算額

特定財源
一般財源

支払利息

消費税及び地方消費税
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【歳出】　公共下水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
300 0 0 0 300

【事業目的】
　予備費

【事業内容】
　収益的支出の予備費

国県支出金 地方債 その他
15,628 0 0 15,628 0

【事業目的】
　下水管渠の拡張，公共桝設置工事等を行い，生活環境の改善と公共用水域の水質保全
を図る経費

【事業内容】
　下水管渠の拡張，下水道区域内の公共桝設置工事等

【主な経費の内訳】
　工事請負費：下水管渠の拡張工事，公共桝設置工事等

業務係

業務係

款 01：下水道事業費用
事業名

項 04：予備費

目 01：予備費
予算額

特定財源
一般財源

予算額
特定財源

一般財源

款 01：資本的支出
事業名

項 01：建設改良費

目 01：汚水管渠建設費

予備費

汚水管渠建設費

-271-



【歳出】　公共下水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
5,220 0 0 5,220 0

【事業目的】
　老朽施設の更新等を行い，生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図る経費

【事業内容】
　老朽化した施設，ポンプ等の更新

【主な経費の内訳】
　工事請負費：浄化センターフェンス設置工事，ポンプ取替工事等

国県支出金 地方債 その他
48,322 0 0 48,322 0

【事業目的】
　事業費の財源不足を補うために借入れた企業債の元金償還を行う経費

【事業内容】
　企業債の元金償還金　32件

業務係

業務係

款 01：資本的支出
事業名 処理場建設費

項 01：建設改良費
予算額

予算額
特定財源

一般財源

款 01：資本的支出
事業名

項 03：企業債償還金

目 01：企業債償還金

企業債償還金

特定財源
一般財源

目 02：処理場建設費
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【歳出】　公共下水道事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
300 0 0 300 0

【事業目的】
　予備費

【事業内容】
　資本的支出の予備費

業務係

款 01：資本的支出
事業名

項 04：予備費

目 01：予備費
予算額

特定財源
一般財源

予備費
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令和 4 年度

農業集落排水事業会計

農業集落排水事業会計　
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【歳出】　農業集落排水事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,681 0 0 0 2,681

【事業目的】
　管渠及びマンホールポンプの維持管理に要する経費

【事業内容】
　管渠，マンホールポンプ等の維持管理に要する経費で保守点検のための通信運搬
費，動力費等

【主な経費の内訳】
　修繕費：ポンプ施設関係修繕費
　動力費：マンホールポンプ用動力費

国県支出金 地方債 その他
14,155 0 0 0 14,155

【事業目的】
　知覧垂水地区，川辺東部地区，知覧瀬世上地区の維持管理に要する経費

【事業内容】
　施設の維持管理に要する経費で委託料，修繕費，動力費等

【主な経費の内訳】
　委託料：施設維持管理業務委託
　修繕費：ポンプ施設関係修繕費
　動力費：施設動力費

業務係

業務係

款 01：下水道事業費用
事業名

項 01：営業費用
予算額

特定財源
一般財源

目 01：汚水管渠費

予算額
特定財源

一般財源
目 02：処理場費

款 01：下水道事業費用
事業名

項 01：営業費用

汚水管渠費

処理場費
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【歳出】　農業集落排水事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
112 0 0 0 112

【事業目的】
　農業集落排水事業を運営するための一般経費

【事業内容】
　農業集落排水事業全般に係る経費

【主な経費の内訳】
　委託料：個別検針委託料
　負担金：協議会等負担金
　保険料：建物損害保険料等

国県支出金 地方債 その他
43,245 0 0 43,245 0

【事業目的】
　有形固定資産の事業年度減価償却の経費

【事業内容】
　建物・構築物・機械及び装置の減価償却費

業務係

業務係

款 01：下水道事業費用
事業名

項 01：営業費用

予算額
特定財源

一般財源
目 03：総係費

款 01：下水道事業費用
事業名

項 01：営業費用

予算額
特定財源

一般財源
目 04：減価償却費

総係費

減価償却費
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【歳出】　農業集落排水事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
4,708 0 0 4,708 0

【事業目的】
　事業費の財源不足を補うために借入れた企業債の利子償還を行う経費

【事業内容】
　企業債の利子償還金　20件

国県支出金 地方債 その他
200 0 0 0 200

【事業目的】
　予備費

【事業内容】
　収益的支出の予備費

業務係

業務係

01：下水道事業費用
事業名 予備費

項 03：予備費

予算額
特定財源

一般財源
目 01：予備費

款 01：下水道事業費用
事業名

項 02：営業外費用

予算額
特定財源

一般財源
目 01：支払利息

款

支払利息
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【歳出】　農業集落排水事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
2,976 0 0 2,976 0

【事業目的】
　老朽施設の更新，公共桝設置工事を行い，生活環境の改善と公共用水域の水質保全
を図る経費

【事業内容】
　老朽化したマンホールポンプの更新，農業集落排水区域内の公共桝設置工事

【主な経費の内訳】
　工事請負費：マンホールポンプ取替工事，公共桝設置工事

国県支出金 地方債 その他
3,049 0 0 3,049 0

【事業目的】
　老朽施設の更新等を行い，生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図る経費

【事業内容】
　老朽化した施設の更新

【主な経費の内訳】
　工事請負費：川辺東部処理場管理室空調機取付工事，川辺東部処理場フェンス設
　　　　　　　　　　置工事等

業務係

業務係

款 01：資本的支出
事業名

項 01：建設改良費

予算額
特定財源

一般財源
目 01：汚水管渠建設費

款

汚水管渠建設費

01：資本的支出
事業名 処理場建設費

項 01：建設改良費

予算額
特定財源

一般財源
目 02：処理場建設費
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【歳出】　農業集落排水事業会計 単位(千円)

国県支出金 地方債 その他
40,520 0 0 40,520 0

【事業目的】
　事業費の財源不足を補うために借入れた企業債の元金償還を行う経費

【事業内容】
　企業債の元金償還金　20件

国県支出金 地方債 その他
100 0 0 100 0

【事業目的】
　予備費

【事業内容】
　資本的支出の予備費

業務係

業務係

款 01：資本的支出
事業名

項 03：企業債償還金

予算額
特定財源

一般財源
目 01：企業債償還金

款 01：資本的支出
事業名

項 04：予備費

予算額
特定財源

一般財源

予備費

目 01：予備費

企業債償還金
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