
<特別会計>

国民健康保険事業特別会計 千円

年間見込の修正により主に歳出では保険給付費や国保連による共同事業への拠出金、

歳入では国民健康保険料や共同事業交付金等の減額など

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

 国民健康保険事業特別会計　計 92,557,000 △ 3,600,000 88,957,000

（歳入）

・国保料・税 △ 559,098

・国庫支出金 △ 1,234,902

・県支出金 △ 435,800

・前期高齢者交付金 17,536

・療養給付費等交付金 △ 106,111

・共同事業交付金 △ 1,662,876

・基金利子 575

・一般会計繰入金 25,801

・繰越金 354,875

（歳出）

・保険給付費 △ 2,271,435

・介護納付金 △ 39,270

・後期高齢者支援金 △ 29,312

・前期高齢者納付金 388

・共同事業拠出金 △ 1,662,876

・積立金（国保基金） 575

・公債費 485

・諸支出金（還付金・償還金） 401,445

△ 3,600,000

事　　項



介護保険事業特別会計 942,000 千円

保険給付費等の減額及び平成28年度分事業費等の確定に伴う国、県、支払基金への

償還金の追加など

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

 介護保険事業特別会計　計 63,916,000 942,000 64,858,000

（歳入）

・保険料 271,760

・国・県支出金、支払基金交付金 △ 358,798

・一般会計繰入金 △ 92,066

・基金繰入金 △ 416,779

・繰越金等 1,537,883

（歳出）

・総務費 2,753

・保険給付費・地域支援事業費 △ 596,944

・積立金（介護給付費準備基金積立金） △ 701

・償還金 1,536,892

後期高齢者医療事業特別会計 26,000 千円

平成28年度分事務費等負担金の精算に伴う一般会計繰出金の追加

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

後期高齢者医療事業特別会計　計 8,982,000 26,000 9,008,000

（歳入）

 ・一般会計繰入金 △ 6,814

 ・繰越金 7,485

 ・諸収入 25,329

（歳出）

 ・総務費 △ 697

 ・後期高齢者医療広域連合納付金 1,368

・一般会計繰出金 25,329

事　　項

事　　項



農業集落排水事業特別会計 1,000 千円

消費税還付金の確定に伴う諸収入の追加及び維持管理費の事業実績による整理など

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

 農業集落排水事業特別会計　計 212,000 1,000 213,000

（歳入）

・使用料 △ 1,943

・一般会計繰入金 2,936

・諸収入 1,807

・市債 △ 1,800

（歳出）

・維持管理費 △ 1,874

・公債費 2,874

中央卸売市場事業特別会計 62,000 千円

前年度繰越金の確定に伴う中央卸売市場施設整備基金積立金の追加及び光熱水費等納付金

の決算見込額に基づく整理など

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

 中央卸売市場事業特別会計　計 730,332 62,000 792,332

（歳入）

・使用料 △ 9,000

・財産収入 57

・繰越金 57,911

・諸収入 13,032

（歳出）

・人件費 △ 10,843

・施設管理費 △ 5,500

・積立金（中央卸売市場施設整備基金） 78,343

事　　項

事　　項



育英事業特別会計 6,000 千円

奨学資金貸付件数の減見込みに伴う収入超過に対する積立金の追加など

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

育英事業特別会計　計 88,000 6,000 94,000

（歳入）

・基金運用収入 277

・寄附金 1,810

・基金繰入金 △ 5,040

・奨学資金貸付金元金収入 8,953

（歳出）

・奨学資金貸付金 △ 7,805

・育英基金積立金 13,805

事　　項



小型自動車競走事業特別会計 △ 272,000 千円

歳出における施設用地取得費の皆減と、売上金増に連動した勝車投票券払戻金等の追加など

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

 小型自動車競走事業特別会計　計 12,781,000 △ 272,000 12,509,000

（歳入）

・競走事業収入 100,000

　勝車投票券発売収入 100,000

・財産収入（小型自動車競走事業基金運用収入） 1,538

・繰入金（小型自動車競走事業基金繰入金） △ 360,391

・繰越金 △ 10,139

・諸収入 △ 3,008

（歳出）

・総務費 △ 298,182

　一般管理費 58,771

　競走場管理費 △ 361,967

　基金積立金 5,014

・事業費 85,811

　一般管理費 △ 15,381

　包括的民間委託料 30,917

　払戻金 70,275

・繰出金 100

・諸支出金（金融機構納付金） △ 49,590

・予備費 △ 10,139

債務負担行為

1 オートレース事業実施事務包括的委託費

・限度額　　小型自動車競走法（昭和25年法律第208号）第5条の規定に基づく

　　　　　　事業実施事務委託に要する経費

・期　間　　平成29年度から平成34年度まで

・事業内容　オートレース事業の実施事務

・債務負担行為設定の理由　

　　事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの

小型自
動車競
走事業

事　　項

事　　　項



駐車場事業特別会計 46,000 千円

前年度繰越金の確定に伴う歳入の追加及び、ザザシティ浜松管理組合修繕負担金の

確定及び駐車場事業基金積立に伴う歳出の追加など

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

駐車場事業特別会計　計 522,040 46,000 568,040

（歳入）

・使用料及び手数料 36

・財産収入（駐車場事業基金運用収入） △ 37

・繰越金 45,042

・諸収入 959

（歳出）

・一般管理費 10,994

・積立金（駐車場事業基金） 35,006

公債管理特別会計 △ 993,000 千円

償還額確定に伴う償還元金及び利子の減額

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

公債管理特別会計　計 38,668,000 △ 993,000 37,675,000

（歳入）

・一般会計繰入金 △ 993,000

（歳出）

・償還元金 △ 452,681

・償還金利子及び割引料 △ 540,319

事　　項

事　　項



債務負担行為一覧（特別会計）　

特別会計【設定】

特別会計 No. 事　　　　　　　　　項 事業内容

小型自動車
競走事業特
別会計

1
オートレース事業実施事務
包括的委託費

オートレース事業の実施事務



（単位：千円）

※参考
29.2月計上

限度額 期間 債務負担行為設定の理由

0

小型自動車
競走法（昭
和25年法律
第208号）
第5条の規
定に基づく
事業実施事
務委託に要
する経費

平成29年度から
平成34年度まで

事業期間が複数年度にわたることから債務負担行為を
設定するもの



<企業会計>

病院事業 224,095 千円

リハビリテーション病院の入院、外来収益の増に伴う診療報酬交付金の追加など

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

 病院事業会計　計 9,623,819 224,095 9,847,914

《収益》

（収入） 207,607

   （収益）入院収益 ・入院収益 176,381

　 　　　　外来収益・外来収益 40,496

・介護事業収益 △ 9,081

　　　　　 その他医業収益・その他医業収益 △ 406

・国庫支出金 5,558

・県支出金 △ 5,258

・その他 △ 83

（支出） 224,935

・給与費 8,895

・材料費 5,611

・経費 △ 4,168

・診療報酬交付金 215,704

・政策的医療交付金 350

・介護事業費用 △ 13,535

・減価償却費、資産減耗費 △ 11,535

・企業債利息等 22,963

・その他特別損失 650

《資本》

（収入） 26,557

・ 国庫支出金 26,557

（支出） △ 840

・投資 △ 840

事　　項



水道事業会計 △ 488,458 千円

給水収益などの収入の追加、人件費、配給水管等の維持管理経費などの支出や資本的支出

における建設改良費の減額など

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

 水道事業会計　計 20,003,349 △ 488,458 19,514,891

《収益》

（収入） 253,194

・給水収益 200,000

・その他の営業収益 16,387

・受取利息及び配当金 △ 2,000

・長期前受金戻入 42,967

・雑収益 △ 4,160

（支出） △ 175,563

・営業費用(人件費、委託料、修繕費、資産減耗費など) △ 204,034

・営業外費用（支払利息、消費税及び地方消費税） 28,471

《資本》

（収入） 7,287

・他会計負担金 2,947

・工事負担金 4,340

（支出） △ 312,895

・建設改良費（拡張費、改良費など） △ 313,595

・企業債償還金 700

事　　項



債務負担行為一覧（企業会計）　

【設定】

会計 No. 事　　　　　　　　　項 事業内容

水道事業 1
消防・非常照明・防犯設備
保守点検業務委託費

水道施設の消防・非常照明・防犯設備保守点検業務委
託費

2
冷暖房設備保守点検業務委
託費

冷暖房設備の保守点検業務委託費

3 水質計器類点検業務委託費 浄水施設の水質計器類点検業務委託費

4 清掃業務委託費
上下水道住吉庁舎や大原・常光浄水場庁舎等の清掃業
務委託費

5 樹木等維持管理業務委託費 樹木剪定及び薬剤散布の業務委託費

6
自家用電気工作物保安管理
業務委託費

水道施設の自家用電気工作物保安管理業務委託費

7 交通整理業務委託費 配給水管工事等の交通整理業務委託費

8
配水管等修繕及び点検業務
委託費

配給水管の修繕及び点検業務委託費

9
国県市道舗装復旧業務委託
費

国県市道の舗装復旧業務委託費

10
検定切れメーター等取替及
び修繕業務委託費

検定切れメーターの取替及び修繕業務委託費

11 水質検査業務委託費 天竜区内水道施設の水質検査業務委託費

12
次亜塩素酸ナトリウム購入
費

次亜塩素酸ナトリウム（塩素剤）購入費



（単位：千円）

※参考
29.2月計上

限度額 期間 債務負担行為設定の理由

0 600

0 3,825

0 3,753

0 3,624

0 5,492

0 7,326

0 9,882

0 37,601

0 48,190

0 92,706

0 9,611

0 19,197

平成29年度から
平成30年度まで

平成30年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にか
かる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担
行為を設定するもの



【設定】

会計 No. 事　　　　　　　　　項 事業内容

水道事業 13 汚泥搬出用重機リース料 汚泥搬出用重機のリース料

14 電子計算機器リース料
水道料金等調定システム及び電子計算機器リース料
（西遠コンセッション追加分）

15
施設耐震化工事費（三ヶ日
水源改良）

三ヶ日水源耐震化工事費

下水道事業 1
管きょ等緊急清掃業務委託
費

下水道管きょ等の緊急清掃業務委託費

2
マンホールポンプ等保守点
検及び運転監視業務委託費

マンホールポンプ及びグラインダーポンプの保守点検
及び運転監視業務委託

3
管きょ清掃に伴う汚泥処分
業務委託費

下水道管きょ清掃に伴う汚泥処分業務委託費

4
ポンプ場廃棄物運搬処理業
務委託費

ポンプ場における廃棄物の運搬処理業務委託費

5
ポンプ場設備保守管理業務
委託費

ポンプ場における消防用設備、計装設備等の保守管理
業務委託費

6
終末処理場清掃等業務委託
費

浄化センターの清掃等業務委託費

7
終末処理場設備保守管理業
務委託費

浄化センターにおける計装設備等の保守管理業務委託
費

8
終末処理場放流水分析業務
委託費

浄化センターにおける放流水分析業務委託費

9 終末処理場薬品購入費 浄化センターにおける次亜塩素酸ナトリウム購入費

10
終末処理場産業廃棄物収集
運搬処理業務委託費

浄化センターにおける余剰汚泥、沈砂・しさ、脱水
ケーキの収集運搬処理業務委託費



（単位：千円）

※参考
29.2月計上

限度額 期間 債務負担行為設定の理由

0 1,424
平成29年度から
平成30年度まで

平成30年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にか
かる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担
行為を設定するもの

0 697
平成29年度から
平成33年度まで

0 9,800
平成29年度から
平成30年度まで

0 42,000

0 50,145

0 7,500

0 1,890

0 3,596

0 902

0 20,952

0 6,179

0 9,583

0 73,815

事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為
を設定するもの

平成30年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にか
かる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担
行為を設定するもの

平成29年度から
平成30年度まで



【設定】

会計 No. 事　　　　　　　　　項 事業内容

下水道事業 11
除害施設等水質分析業務委
託費

除害施設等の水質分析業務委託費

12
建設資材等価格特別調査業
務委託費

建設資材等の価格特別調査業務委託費



（単位：千円）

※参考
29.2月計上

限度額 期間 債務負担行為設定の理由

0 10,291
平成30年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にか
かる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担
行為を設定するもの

0 621
事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為
を設定するもの

平成29年度から
平成30年度まで



下水道事業会計 △ 523,506 千円

支払利息や減価償却費などの費用の減額、資本的支出における国庫補助の内示に伴う

建設改良費の整理など

（単位:千円）

補正前 補正額 補正後

 下水道事業会計　計 41,395,665 △ 523,506 40,872,159

《収益》

（収入） △ 56,821

・一般会計負担金 △ 27,448

①雨水等 31,681

②汚水 △ 59,129

・長期前受金戻入 △ 30,255

・その他の営業外収入 177

・特別利益（その他特別利益） 705

（支出） △ 50,211

・営業費用(人件費、委託料、動力費、減価償却費など) △ 69,510

・営業外費用（支払利息、消費税及び地方消費税） 18,744

・特別損失（その他特別損失） 555

《資本》

（収入） △ 527,300

・企業債 △ 305,300

・国庫補助金 △ 201,755

・工事負担金 △ 20,930

・固定資産売却代金 685

（支出） △ 473,295

・建設改良費（公共・特環整備事業費など） △ 473,295

事　　項



債務負担行為一覧（下水道事業会計）　

【設定】

会計 No. 事　　　　　　　　　項 事業内容

下水道事業 1
管きょ等緊急清掃業務委託
費

下水道管きょ等の緊急清掃業務委託費

2
マンホールポンプ等保守点
検及び運転監視業務委託費

マンホールポンプ及びグラインダーポンプの保守点検
及び運転監視業務委託

3
管きょ清掃に伴う汚泥処分
業務委託費

下水道管きょ清掃に伴う汚泥処分業務委託費

4
ポンプ場廃棄物運搬処理業
務委託費

ポンプ場における廃棄物の運搬処理業務委託費

5
ポンプ場設備保守管理業務
委託費

ポンプ場における消防用設備、計装設備等の保守管理
業務委託費

6
終末処理場清掃等業務委託
費

浄化センターの清掃等業務委託費

7
終末処理場設備保守管理業
務委託費

浄化センターにおける計装設備等の保守管理業務委託
費

8
終末処理場放流水分析業務
委託費

浄化センターにおける放流水分析業務委託費

9 終末処理場薬品購入費 浄化センターにおける次亜塩素酸ナトリウム購入費

10
終末処理場産業廃棄物収集
運搬処理業務委託費

浄化センターにおける余剰汚泥、沈砂・しさ、脱水
ケーキの収集運搬処理業務委託費

11
除害施設等水質分析業務委
託費

除害施設等の水質分析業務委託費

12
建設資材等価格特別調査業
務委託費

建設資材等の価格特別調査業務委託費



（単位：千円）

※参考
29.2月計上

限度額 期間 債務負担行為設定の理由

0 42,000

0 50,145

0 7,500

0 1,890

0 3,596

0 902

0 20,952

0 6,179

0 9,583

0 73,815

0 10,291

0 621
事業期間が複数年にわたることから、債務負担行為を
設定するもの

平成29年度から
平成30年度まで

平成30年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にか
かる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担
行為を設定するもの


