
款   名 事                   項 頁

議 会 費 新 舞鶴市議会７０周年記念事業費 1 2,300
#N/A #N/A

総 務 費 国民保護計画推進経費 515

公共施設のあり方調査検討事業費 2 9,340
#N/A #N/A
行財政改革推進経費 3 954
#N/A #N/A
人事管理経費 10,963
#N/A #N/A
職員研修経費 8,949
#N/A #N/A
自治会活動等推進経費 28,691
　　うち自治会長及び区長報償費 27,904千円
　　　　自治会掲示板設置事業費　　693千円
#N/A #N/A
広報活動経費 29,500
#N/A #N/A
グループウェアシステム等管理経費 44,204
#N/A #N/A
情報システム管理経費 388,443
　府と市町村が共同開発した基幹業務支援システムへの移行

#N/A #N/A
指導検査事務経費 8,342
#N/A #N/A
庁舎改修事業費 4 57,300
#N/A #N/A
旧市場施設整備事業費 14,500
　7月以降の旧市場施設の施設改修費

財政調整積立金（市場施設改良基金分） 83,500
　市場会計繰入金を積み立て、今後の施設改修の財源として活用

#N/A #N/A
西市民プラザ管理運営経費 29,315
#N/A #N/A
西駅交流センター管理経費 34,240
#N/A #N/A

新 引揚記念館整備事業費 5 35,920
#N/A #N/A
文化施設整備事業費 23,740

拡 　うち総合文化会館整備事業　17,740千円 6
#N/A #N/A
文化のまちづくり推進事業費 7 2,507
#N/A #N/A

拡 世界記憶遺産登録推進事業費 8 15,000
#N/A #N/A
舞鶴市文化事業団支援事業費補助金 9 21,850
#N/A #N/A
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款   名 事                   項 頁

千円
総合文化会館管理運営経費 73,722
#N/A #N/A
市民会館管理運営経費 20,502
#N/A #N/A
引揚記念館管理運営経費 31,313

赤れんがのまちづくり推進費 10 106,018
　　赤れんがパーク整備事業費 7,800
　　赤れんが博物館整備事業費 14,500
　　赤れんがパーク賑わい創出事業費 9,000
　　赤れんがＦＭ活用情報発信事業費 7,400
　　赤れんがパーク管理運営経費 44,984
　　赤れんが博物館管理運営経費 22,334
#N/A #N/A
総合計画後期実行計画策定調査経費 11 234
#N/A #N/A

拡 地域サポーター制度実施事業費 12 303
#N/A #N/A
市民とともに進める政策づくり事業費 13 616
#N/A #N/A
高等教育機関等連携交流促進事業費 14 1,116
#N/A #N/A

新 まいづる応援団創設事業費 15 1,550
#N/A #N/A

新 市制施行７０周年記念式典開催経費 16 8,700
#N/A #N/A

新 市制施行７０周年記念誌作成事業費 16 2,900
#N/A #N/A

新 舞鶴イメージソング制作事業費 16 2,500
#N/A #N/A

新 海上自衛隊舞鶴音楽隊・海上保安庁音楽隊合同演奏会 16 3,300
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催事業費

#N/A
新 コミュニティＦＭ設置検討事業費 16 500

#N/A #N/A
新 新エネルギー導入調査事業費 17 2,000

#N/A #N/A
男女共同参画推進費 18 16,866
　　男女共同参画センター改修事業費 945
　　男女共同参画計画推進事業費 3,549
　　男女共同参画センター事業経費 4,993
　　男女共同参画センター管理運営経費 7,379

#N/A #N/A

金   額
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千円

金   額

交通対策費 182,083
　　北近畿タンゴ鉄道駅関連施設整備事業費 4,000
　　　　四所駅トイレ改修

新 　　高齢者運転免許証自主返納支援事業費 19 152
　　公共交通利用の誘客企画支援事業費 8,900
　　交通確保対策費補助金 20 75,591

拡 　　舞鶴市公共交通利用促進協議会事業費補助金 21 13,970
　　舞鶴市交通対策協議会事業費補助金 1,200
　　北近畿タンゴ鉄道経営支援補助金 22 61,770
　　北近畿タンゴ鉄道地域公共交通確保維持改善 7,631
　　　　　　　 　　　　　　　　　事業費補助金
#N/A #N/A
犯罪被害者等見舞金 400
#N/A #N/A
地域集会所建設等事業費補助金 17,000
#N/A #N/A
自治会振興交付金 27,900
#N/A #N/A
京都地方税機構負担金 56,019
#N/A #N/A
選挙経費 60,229
　　参議院議員通常選挙経費 41,630
#N/A #N/A

民 生 費 新 民生児童委員改選経費 1,880

民生児童委員活動費 32,976

拡 災害時要援護者支援対策事業費 23 4,370

夏期・歳末くらしの資金貸付事業費 4,090

社会福祉協議会事業費補助金 37,843

ふれあいのまちづくり事業費補助金 2,300

国民健康保険事業会計繰出金 24 551,898
　うち　保険基盤安定制度分　299,400千円
　　　　　出産育児一時金分　　 32,800千円

新 市民福祉ささえあい基金費
  うち　すこやか住まい改修助成事業費 25 9,160

新     　　介護人材確保支援事業費 26 24,000

障害（児）者ふれあい交流事業費 1,150

【障害者福祉】

障害程度区分判定等審査会運営費 1,950
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千円

金   額

新 障害者総合支援センター施設整備事業費 3,800

障害認定調査等経費 2,310

新 障害者虐待防止支援事業費 27 530

障害者自立支援給付費　　1,562,855千円 28

障害者サービス利用計画給付費 7,130
（身障センター費分含む）

地域相談支援給付費 2,500

障害者支援施設給付費 1,240,925
（身障センター費分含む）

障害（児）者短期入所給付費 26,000

障害（児）者居宅介護給付費 107,000

障害者共同生活援助・介護給付費 38,900

重度視覚障害者（児）同行援護給付費 20,100

障害者自立支援医療給付費 89,100

障害（児）者補装具給付費 31,200

障害者地域生活支援事業費　　180,200千円 29

障害者相談支援事業費 26,000
（身障センター費分含む）

障害者地域活動支援センター事業費 30,000
（身障センター費分含む）

障害者等移動支援事業費 4,300

聴覚言語障害者等支援事業費 13,215

要約筆記奉仕員等派遣事業費 3,512

障害（児）者日常生活用具給付費 34,500

障害者成年後見制度利用支援事業費 533

障害（児）者日中一時支援事業費 61,000
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心身障害者訪問入浴サービス事業費 6,600

身体障害者用自動車改造助成費 200

身体障害者自動車運転免許取得助成費 340

障害者自立支援特別対策事業費 650

障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費 6,300

医療的ケア支援事業費補助金 3,000

福祉医療費 233,550
　　重度心身障害児（者）医療助成費 155,600

拡 　　母子・父子家庭医療助成費 30 77,950

重度心身障害老人健康管理助成費 79,180

中国残留邦人生活支援事業費 10,000

離職者向け住宅手当緊急支援事業費 600

【老人福祉】

地域密着型サービス拠点施設整備費補助金 31 33,600

老人福祉施設入所措置費 102,200

老人医療助成費 207,691

在日外国人高齢者福祉給付金 1,680

介護保険事業会計繰出金 1,227,313
　　介護給付費分 959,075
　　地域支援事業分 69,344
　　事務費分 198,894

後期高齢者医療療養給付費負担金 32 852,768

後期高齢者医療事業会計繰出金 32 265,755
　　保険基盤安定分 205,925
　　事務費分 59,830

地域老人健康・生きがい対策事業費 730

敬老会事業費 20,000
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千円

金   額

軽度生活援助事業費 2,070

介護保険低所得者負担軽減対策経費 1,744

老人クラブ活動事業費補助金 8,500

地域づくりサロン活動推進事業費補助金 3,076

施設整備事業費（福祉センター費）
新 　うち　加佐地域福祉センター多目的室整備 33 5,000

人権啓発費 34 43,282

【児童福祉】

母子自立支援事業費 10,624

保育所運営事業 35 1,696,747
　私立保育園の保育サービスの提供・充実事業費 1,233,607
　　保育委託事業費（私立保育園） 1,080,504
　　　　認可保育園　１３園
　　　　（定員３０名増）
　　保育サービス充実事業費 153,103
　　　　うち、一時保育事業費補助金 4,263
　　　　　　　延長保育促進事業費補助金 57,793
　　　　　　　保育所発達支援事業費補助金 49,874
　　　　　　　特定保育事業費補助金 2,430

　市立保育所運営経費 463,140

拡 公立保育所統合整備事業費 36 59,300

発達障害児支援事業費 2,868

子育て短期支援委託事業費 4,195

新 プロジェクト型保育推進事業費 37 3,900
　私立保育園分 3,400
　市立保育所分 500

病児保育支援事業費 10,250

障害児通園事業費補助金 21,000

子育て支援医療助成費 250,988

新 未熟児養育医療費 38 3,712
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千円

金   額

児童手当等給付費 1,858,759
　　児童手当 1,364,593
　　児童扶養手当 440,157
　　特別障害者手当　他 54,009

障害児通所給付費 43,577

新 障害者自立支援医療（育成医療）給付費 39 2,486

【子育て支援】

拡 子育て交流施設整備事業費 40 124,300

新 放課後児童クラブ整備事業費 41 26,280

こんにちは赤ちゃん事業費 1,702

放課後児童健全育成事業費 42 76,207

おもちゃ図書館モデル事業費 1,070

子育て支援基幹センター運営経費 4,186

地域子育て支援センター運営経費 15,840

親と子のひろば運営経費 7,400

地域子育て支援ステーション事業費 3,840

ファミリー･サポート・センター事業費 5,475

子ども総合相談センター運営経費 7,785

地域子育て支援推進事業費補助金 3,000

【生活保護、災害救助】

生活保護扶助費 43 2,001,200

新 東日本大震災支援経費 44 6,762

衛 生 費 環境マネジメントシステム普及事業費 1,170
#N/A #N/A

新 電気自動車・電力供給設備導入支援補助金 45 4,000
#N/A #N/A
まいづる環境市民会議等事業費補助金 1,700
#N/A #N/A
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千円

金   額

舞鶴の川と海を美しくする会事業費補助金 375
#N/A #N/A
合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 1,822
#N/A #N/A
不妊治療給付費 4,000
#N/A #N/A

拡 予防接種事業費 46 272,672
#N/A #N/A
妊婦健康診査事業費 47 63,293
#N/A #N/A

新 妊産婦歯科健康診査事業費 48 1,040
#N/A #N/A

拡 母子保健事業費 49 15,059
　　妊産婦・新生児訪問指導事業費 1,715
　　乳幼児健康診査事業費 11,080
　　母子健康相談指導事業費 593
　　子どものむし歯予防事業費 1,671

成人保健事業費 50 79,942
　　健康教育事業費 2,862
　　健康相談事業費 50
　　健康診査事業費 66,429
　　肝炎ウイルス検診事業費 5,630
　　訪問指導事業費 398
　　歯周疾患検診事業費 795
　　健康づくり啓発事業費 3,778

がん検診事業費 51 60,031
#N/A #N/A
がん検診推進事業費 52 17,057
#N/A #N/A
斎場施設整備事業費 27,060
#N/A #N/A
不法投棄対策事業費 10,834
#N/A #N/A
環境美化推進事業費 10,571
#N/A #N/A
環境美化里親制度推進事業費 429
#N/A #N/A
ごみ減量化推進事業費 53 70,205
#N/A #N/A
生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金 53 962
#N/A #N/A
可燃ごみ収集事業費 249,026
#N/A #N/A
不燃ごみ収集事業費 116,805
#N/A #N/A
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千円

金   額

粗大ごみ戸別収集事業費 4,160
#N/A #N/A
滝ヶ下埋立処理場管理経費 24,079
#N/A #N/A

終処分場施設管理経費 46,437
#N/A #N/A
清掃事務所施設改修事業費 259,700
#N/A #N/A
リサイクルプラザ施設改修事業費 18,200
#N/A #N/A

拡 し尿処理施設改築事業費 54 41,801
#N/A #N/A
し尿収集事業費補助金 17,662
　（遠隔地・ホース延長を含む）

上水道事業会計補助金（統合簡易水道等分） 7,219
#N/A #N/A
簡易水道事業会計繰出金 85,896
#N/A #N/A

新 舞鶴地域医療連携機構設立事業費 55 20,130
#N/A #N/A

新 舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金 55 46,965
#N/A #N/A
舞鶴市地域医療確保奨学金等貸付金 56 20,400
#N/A #N/A

拡 病院事業会計経営支援補助・出資 57

労 働 費 緊急雇用創出事業費 58 64,005
#N/A #N/A
地域雇用創造推進（パッケージ）事業費 59 1,001
#N/A #N/A
シルバー人材センター事業費補助金 15,595
#N/A #N/A
中小企業勤労者融資貸付金 60 7,000
#N/A #N/A

農林水産業費 【農業費】

公設地方卸売市場事業会計精算金 952
 　 公設地方卸売事業会計閉鎖後請求分の支払
#N/A #N/A
経営所得安定対策直接支払推進事業費 61 6,150
#N/A #N/A
中山間地域等直接支払交付事業費 62 44,354
#N/A #N/A

新 農村移住者受入促進事業費 63 1,332
#N/A #N/A

拡 万願寺甘とう振興事業費 64 17,627
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千円

金   額

#N/A #N/A
新 佐波賀だいこんブランド化推進事業費 65 820

#N/A #N/A
新 共選野菜等市場出荷支援事業費 66 1,607

#N/A #N/A
新 特別栽培米生産振興事業費等補助金 67 2,000

#N/A #N/A
新 「いただきます。地元産」推進事業費補助金 2,165

#N/A #N/A
新 農地集積協力金（人・農地プラン） 68 2,600

#N/A #N/A
新 集落営農発展型農場づくり事業費補助金 69 3,547

#N/A #N/A
担い手養成実践農場整備支援事業費補助金 7,550
#N/A #N/A
就農研修資金償還金助成金 3,210
#N/A #N/A

新 青年就農給付金 70 4,500
#N/A #N/A

拡 農村集落活性化支援事業費補助金 71 8,900
#N/A #N/A
基盤整備促進事業費 72 56,903

#N/A
農地・水保全管理支払交付事業費 73 13,304
#N/A #N/A
土地改良事業費補助金 12,000

【林業費】
#N/A #N/A

拡 有害鳥獣被害防止対策事業費 74 28,318
#N/A #N/A
林業活性化支援事業費 3,946
#N/A #N/A
森林整備地域活動支援交付事業費 75 5,502
#N/A #N/A
緑の公共事業費 8,470
#N/A #N/A
豊かな森づくり推進事業費 6,500
#N/A #N/A
流域森林総合整備事業費補助金 2,600
#N/A #N/A
森林組合活動事業費補助金 2,480
#N/A #N/A
林道改良事業費 76 11,300
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千円

金   額

【水産業費】
#N/A #N/A
舞鶴湾漁場造成事業費 77 39,059
#N/A #N/A
アサリ資源増殖対策事業費 78 5,000
#N/A #N/A

新 漁業の体質強化支援事業費補助金 79 9,810
#N/A #N/A

新 共同利用施設整備事業費補助金 80 709
#N/A #N/A

新 小規模漁場整備事業費補助金 81 563
#N/A #N/A

新 漁業振興基金積立金 10,010
　　舞鶴湾地区漁業振興のための積立
#N/A #N/A
地域水産物供給基盤整備事業費 5,800
#N/A #N/A
漁港施設長寿命化事業費 82 12,240
#N/A #N/A

新 漁港海岸保全対策事業費 83 31,800
#N/A #N/A
舞鶴漁港整備事業費負担金 84 8,000
　　　（京都府営事業負担金）

商 工 費 Ｕターン情報発信事業費 300

舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費 52,369
拡 　　観光ブランドプロモーション事業 85 38,369
新 　　アセアンプロモーション事業 86 14,000

着地型観光推進事業費 23,432
拡 　　着地型観光の造成、おもてなし事業 87 19,426
拡 　　海軍ゆかりの観光誘客事業 88 4,006

観光振興事業費 12,535

拡 京都舞鶴港クルーズ推進事業費 89 12,003

新 観光産業育成支援事業費 90 3,000

新 海の京都観光推進事業費 91 4,783

拡 周遊観光バス運行事業費補助金 92 11,160

まいづる元気産業創出事業費 93 28,138

企業誘致実現プロジェクト事業費 94 33,358
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款   名 事                   項 頁

千円

金   額

海外国内販路開拓促進事業費 95 6,900

商工会議所連携推進事業費 4,000

新 まいづる「逸品」創造促進事業費 96 3,000

拡 商店街創業促進支援事業費 97 4,000

「商店街ラボ」産官学連携推進事業費 1,080

創業おうえん奨励金 480

中小企業環境対策設備導入助成金 98 3,000

実業団体事業費補助金 270

舞鶴工業集積協議会事業費補助金 850

金曜日はカレーの日プロジェクト事業費補助金 500

商店街イノベーション推進事業費補助金 5,000

魅力ある商店街づくり推進事業費補助金 3,020

融資制度事業　　　　　　732,327千円

　中小企業資金融資事業　726,050千円
　　中小企業融資制度貸付金 99 700,000
　　中小企業融資制度保証料補給金 99 25,300
　　中小企業経営安定化融資事業費補助金 650
　　中小企業融資制度損失補償金 100

　商店街等資金融資事業　6,277千円
　　商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金 6,000
　　商店街等近代化共同事業資金融資制度利子補給金 277

商工観光センター改修事業費 2,678

商工観光センター管理運営経費 78,650

新 東地区中心市街地複合施設管理運営経費 100 16,620

新 舞鶴市・ポーツマス市姉妹都市提携１５周年記念事業費 101 4,100

国際交流活動推進費 102 14,161

京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 103 12,200
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款   名 事                   項 頁

千円

金   額

新 日ロ沿岸市長会議等開催経費 104 2,600

京都舞鶴港振興会等補助金 105 110,927

消費者啓発事業費 1,549

土 木 費 【道路橋りょう費】

道路舗装修繕事業費 106 50,000
#N/A #N/A
道路施設修繕事業費 107 83,000
#N/A #N/A
道路除雪対策事業費 108 51,318
#N/A #N/A
交通安全推進事業費 109 136,000
#N/A #N/A

新 通学路等安全道路整備事業費 110 76,000
#N/A #N/A
幹線道路整備事業費 111 273,000
#N/A #N/A
地域間連絡道路整備事業費 112 150,000
#N/A #N/A
地域内道路整備事業費 113 79,000
#N/A #N/A
高潮対策事業費 114 48,400
#N/A #N/A
防衛施設周辺整備事業費 115 70,000
#N/A #N/A
橋りょう長寿命化事業費 116 21,000
#N/A #N/A
橋りょう整備事業費 117 28,000
#N/A #N/A
【河川費】

河川整備事業費 118 79,950
#N/A #N/A
由良川緊急水防災推進事業費 119 14,457
#N/A #N/A
急傾斜対策等促進事業費負担金 (84） 20,550
#N/A #N/A
【港湾費】

（仮称）前島歩道橋周辺整備事業費 120 66,000
#N/A #N/A

新 京都舞鶴港築港１００周年記念事業費 121 1,000
#N/A #N/A
京都舞鶴港整備事業費負担金 122 20,000
#N/A (84） #N/A
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千円

金   額

【都市計画費】

中心市街地活性化事業費 123 13,537
#N/A #N/A
国道・府道等改良促進事業費 124 17,300
　　うち府道改良負担金　5,900千円 (84） #N/A

都市公園整備事業費 125 57,750
#N/A #N/A
公園緑地整備事業費 126 51,083
#N/A #N/A
【住宅費】

民間木造住宅耐震改修等推進事業費 127 21,864
　　木造住宅耐震改修費助成（本格改修型）　9,000千円
　　木造住宅耐震改修費助成（簡易改修型）　6,000千円
　　木造住宅耐震診断士派遣　　　　　　　　　864千円
　　放置家屋対策支援事業費　　　　　　　　6,000千円
#N/A #N/A
子育て応援住宅助成金 128 22,000
#N/A #N/A
住宅用太陽光発電システム設置費補助金 129 9,600
#N/A #N/A
公営住宅建替事業費 130 22,923
#N/A #N/A
公営住宅改善事業費 131 113,286
#N/A #N/A

消 防 費 新 舞鶴消防創設７０周年記念事業費 132 1,300

新 消防活動等の知識・技術の伝承（人づくり）事業費 133 6,523

救急・救助体制充実強化事業費 9,370

応急手当普及啓発事業費 435

新 消防団活性化対策事業費 134 150

消防施設整備事業費 135 89,329
　　消防ポンプ自動車等購入
　　防火水槽新設工事等
　　小型動力ポンプ購入　他

拡 消防救急無線デジタル化事業費 136 30,938

消火栓新設工事等負担金 12,975

防火施設整備費補助金 137 8,856
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千円

金   額

舞鶴市地域防災計画見直し事業費 3,638
　　原子力発電所防災計画編

新 防災行政情報伝達システム基本構想策定事業費 138 3,675

ハザードマップ作成事業費 2,101
　　土砂災害ハザードマップ

自主防災組織づくり推進経費 612

備蓄物資整備事業費 683

新 市民向け防災パンフレット作成事業費 139 4,500

教 育 費 学校教育指導主事設置経費 14,569
#N/A #N/A

拡 いじめ・不登校対策経費 140 16,193
#N/A #N/A
加佐地区の新しい教育創造事業経費 600
#N/A #N/A

拡 英語指導助手（ＡＥＴ）設置経費 141 32,781
#N/A #N/A

新 夢チャレンジサポート事業費（事務局、中学校） 142 5,478
#N/A #N/A

新 特色ある教育環境づくり支援事業費 143 23,700
#N/A #N/A
児童生徒日本語学習支援事業費 900
#N/A #N/A

拡 教育用コンピュータ経費（事務局、小・中学校） 144 76,894
#N/A #N/A
育英資金 17,551
#N/A #N/A
文化・スポーツ振興基金費 18,290
　細川幽斎公冊子活用事業費　1,175千円

新 　赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金　1,000千円 145
　スポーツイベント助成金　600千円 146
　地域文化振興助成金　450千円

#N/A
学校給食運営経費（小学校） 147 249,161
#N/A #N/A
特別支援教育支援員設置経費（小・中学校） 148 31,376
#N/A #N/A
特色ある教育活動支援事業費補助金（小・中学校） 149 6,951
#N/A #N/A
教育研究等助成費補助金（小・中学校・幼稚園） 4,123
#N/A #N/A
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千円
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要保護及び準要保護児童援助費（小・中学校） 73,440
#N/A #N/A
通学援助費（小・中学校） 26,857
#N/A #N/A
校舎等改修事業費（小・中学校） 150 384,183
#N/A #N/A

拡 学校給食運営経費（中学校） 151 105,468
#N/A #N/A
元気まいづるっ子・活気ある学校づくり推進事業費補助金152 4,300
#N/A #N/A
幼稚園整備事業費 4,899
#N/A #N/A

新 私立幼稚園すくすく育成補助金 153 13,589
#N/A #N/A
私立幼稚園就園奨励費補助金 154 138,091
#N/A #N/A
私立幼稚園施設整備費補助金 155 6,020

教 育 費 #N/A #N/A
社会教育施設整備事業費 2,400
#N/A #N/A

新 重要文化財舞鶴旧鎮守府水道施設周辺整備事業費 156 4,500
#N/A #N/A
生涯学習推進事業費（社会教育総務、公民館） 157 3,652
#N/A #N/A
歴史文化資産保護経費 158 6,331
#N/A #N/A
人権教育推進事業費 1,749
#N/A #N/A
文化財保全事業費補助金 4,275
#N/A #N/A
公民館整備事業費 2,145
#N/A #N/A
体育施設整備事業費 10,000
#N/A #N/A

新 赤れんがハーフマラソン開催経費 159 15,000
#N/A #N/A
体育館整備事業費 160 3,178
#N/A #N/A
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会 計 名 事                   項 頁

水 道 水道事業会計 2,810,210
　収益的支出 1,547,460

新 　　　うち水環境体験学習「まいづる水のたび」事業　159千円 161
　資本的支出 1,262,750
　　うち上福井浄水場施設更新事業　  72,457千円　162
　　　　二箇取水場更新事業 　　　　382,912千円　163
　　　　配水管整備事業　　　　　　 483,420千円 164
　　　　　　　　　　　　

病 院 病院事業会計 2,587,150
　　収益的支出 1,008,490
　　資本的支出 1,578,660

拡 　　　うち病院建設事業　1,478,401千円 165

国民健康保険 【歳入】国民健康保険事業基金繰入金 166 309,502
　　　保険料負担軽減分　　　 299,400千円
    　人間ドック・脳ドック分　10,102千円

保険給付費 6,122,765

後期高齢者支援金 1,220,825

前期高齢者納付金 841

共同事業拠出金 921,863

保健事業費 115,746
　　特定健康診査・特定保健指導等　　 76,491千円
　　ジェネリック医薬品利用促進事業費　5,571千円
　　健康診査補助金（人間ドック等）   28,504千円

簡 易 水 道 簡易水道施設整備事業費 167 474,224

公 設 市 場 公設地方卸売市場事業会計 168 87,730
　７月から開設者を移行

下 水 道 新 水環境体験学習「まいづる水のたび」事業費 161 159
                              (再掲）

新 浸入水対策事業費 169 6,000

下水道管布設事業費 170 1,295,300

下水道施設整備事業費 171 228,757

◎  特  別  会  計                     

千円

金   額
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長寿命化対策整備事業費 172 29,150

浄化槽施設整備事業費 173 49,635

駐 車 場 市営駐車場施設整備事業費 174 35,700

介 護 保 険 介護保険事業会計 175 8,104,510

　保険事業勘定 8,099,310

　 うち保険給付費 7,672,600
　　　介護サービス等諸費
　　　介護予防サービス等諸費
　　　高額介護サービス等費
　　　高額医療合算介護サービス等費
　　　特定入所者介護サービス等費　他

　 うち地域支援事業費 176 222,557
　　　介護予防事業費　　　         35,373千円　
　　　 介護予防二次予防事業対象者施策事業費　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　3,700千円
　　　 介護予防一次予防事業対象者施策事業費　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,673千円
　　　包括的支援事業・任意事業費 　187,184千円
　　　 包括的支援事業分　　　  　　104,971千円
　　　 任意事業分　　　　　　　　　 46,620千円
　　　 地域包括支援センター運営費　 35,593千円

　介護サービス事業勘定 5,200

後期高齢者医療 後期高齢者医療事業会計 177 1,137,540
　うち後期高齢者医療広域連合納付金 1,091,428千円

千円
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