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【【【【    一般会計補正予算の概要一般会計補正予算の概要一般会計補正予算の概要一般会計補正予算の概要    】】】】    

 

（１） 一般会計補正予算（第１号）の規模  

（単位：千円）

当初予算 現予算 今回補正今回補正今回補正今回補正 補正後予算

37,492,776 37,492,776 233,736233,736233,736233,736 37,726,512

 

                《参考：平成 28 年度当初予算額 35,609,354 千円》 

○財源内訳

国庫支出金 29,634

県支出金 106,758

繰入金 92,976 財政調整基金繰入金

諸収入 4,368

 

 

（２） 所管（ 部 ）別予算 

（単位：千円）

部　名 現予算 今回補正今回補正今回補正今回補正 補正後予算

総務部 8,933,490 59,06559,06559,06559,065 8,992,555

企画振興部 977,975 0000 977,975

市民環境部 2,312,266 0000 2,312,266

福祉保健部 14,321,468 0000 14,321,468

商工観光部 1,195,669 18,60918,60918,60918,609 1,214,278

農林振興部 1,686,993 95,27495,27495,27495,274 1,782,267

土木建築部 3,900,606 59,26859,26859,26859,268 3,959,874

教育委員会 3,783,119 1,5201,5201,5201,520 3,784,639

議会・選管ほか 381,190 0000 381,190

計 37,492,776 233,736233,736233,736233,736 37,726,512

  

平成平成平成平成 22229999 年度年度年度年度 6666 月補正予算の概要月補正予算の概要月補正予算の概要月補正予算の概要    

林業・木材産業の成長産業化を図るため、国の交付金事業を活用し調査・検討、

施設整備補助を行うほか、耐震性に問題がある特定建築物の除却工事に対する補

助金などの補正を行うもの。 
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（３） 補正予算の主な事業内容 

                                       （単位：千円） 

 

事 業 名 

【所管課】 

事 業 費 

事 業 概 要 

現予算額 補正額 

1 

コミュニティ助成事業 

（地域防災組織育成助成事業） 

 

 

【総務部 防災・危機管理室】 

0 4,000 

一般財団法人自治総合センターの助成制度を活用し、

日ノ隈町自治会及び丸山 1 丁目自治会が行う屋外拡声

装置の整備に対して助成を行うもの 

 

・補助金 日ノ隈町自治会 2,000 千円 

      丸山 1 丁目自治会 2,000 千円 

2 

情報センター事業特別会計 

繰出金 

 

 

【総務部 情報統計課】 

358,157 55,065 

消費税の修正申告による情報センター事業特別会計繰

出金の増額補正 

 

・繰出金 55,065 千円 

3 

風力発電設備廃止事業 

 

 

【商工観光部 観光課】 

0 18,609 

椿ケ鼻風力発電設備は、近年、老朽化による不具合が

頻発しており、今年度末で設計耐用年数を迎えることか

ら、解体・撤去を行うもの 

 

・解体・撤去工事費 18,609 千円 

4 

林業成長産業化地域創出 

モデル事業 

 

 

【農林振興部 林業振興課】 

0 95,274 

林業成長産業化地域の選定を受け、国の交付金事業

を活用し、①大径材の需要創出、②林地残材の有効活

用と再造林の推進、③高付加価値化木材製品の開発

の３本柱を軸とする事業を実施するもの 

・旅費    274 千円 

・委託料 10,000 千円 

・木材加工流通施設整備事業補助金 85,000 千円 

5 

特定建築物耐震化促進事業 

 

 

【土木建築部 建築住宅課】 

0 59,268 

耐震性に問題がある特定建築物の除却工事に対し補

助金を交付するもの 

 

対象建築物 ㈱マルショクサンリブ日田店 

除却工事期間 平成 29 年 9 月～平成 30 年 6 月 

補助金 59,268 千円 

【繰越明許費設定額：59,268 千円】 

6 

問題を抱える子ども等の自立 

支援事業 

 

 

【教育委員会 学校教育課】 

17,866 1,152 

県の「スクールソーシャルワーカー活用事業」により配

置する市のスクールソーシャルワーカーの報酬につい

て、平成 29 年 3 月の県議会にて改定されたため、増額

となった報酬の差額を補正するもの 

 

日額 9,000 円 ⇒ 15,000 円 （＋6,000 円） 

7 

教育課程研究指定校事業 

 

 

【教育委員会 学校教育課】 

0 368 

国立教育政策研究所から研究指定の委嘱を受けたこと

により、平成 29 年度中に実施する研究に必要な経費を

補正するもの 

 

指定校 東部中学校 （教科：数学） 

委嘱期間 平成 29 年 5 月～平成 30 年 3 月 
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【【【【    特別特別特別特別会計補正予算の会計補正予算の会計補正予算の会計補正予算の概要概要概要概要    】】】】    

 

（１）情報センター事業特別会計補正予算（第１号） 

（単位：千円）

当初予算 現予算 今回補正今回補正今回補正今回補正 補正後予算

614,640 614,640 55,06555,06555,06555,065 669,705

 

 

補正の概要 

【歳入】 

・一般会計繰入金 55,065 千円 

【歳出】 

・過年度（平成 23～27 年度）分の消費税の修正申告による増額 55,065 千円 

  （内訳： 追加納付税額 53,604 千円 延滞税額 1,461 千円） 

 

    

    

報告第報告第報告第報告第２２２２号号号号    日田市継続費繰越計算書の報告について日田市継続費繰越計算書の報告について日田市継続費繰越計算書の報告について日田市継続費繰越計算書の報告について    

（単位：円） 

会計区分 件数 翌年度逓次繰越額 備考 

一般会計 1 件 22,298,000 公共文教施設災害復旧事業 

 

報告第報告第報告第報告第３３３３号号号号    日田市繰越明許費繰越計算書の報告について日田市繰越明許費繰越計算書の報告について日田市繰越明許費繰越計算書の報告について日田市繰越明許費繰越計算書の報告について    

（単位：円） 

会計区分 件数 翌年度繰越額 備考 

一般会計 19 件 931,523,729 小学校施設整備推進事業ほか 

簡易水道事業特別会計 3 件 37,424,000 祝原地区簡易水道等統合整備事業ほか 

給水施設事業特別会計 1 件 726,000 祝原地区簡易水道等統合整備事業 

 

報告第報告第報告第報告第４４４４号号号号    日田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について日田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について日田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について日田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について    

（単位：円） 

会計区分 件数 翌年度繰越額 備考 

水道事業会計 1 件 30,000,000 

平成 28 年度都市計画街路 

友田大原公園線配水管布設替工事 

 


