
平成２１年度　９月補正予算の概要

一般会計 単位：千円

平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

市税過年度分還付金および
加算金等

納税課 法人市民税の還付などが予定を上回る見込みとなったため，補正するもの 400,000 550,000 950,000

多文化共生推進費
国際文化振興
課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，瀬戸内国際芸術祭等の開催
に当たり，主要な交通結節点や観光地の案内・誘導表示を４か国語の併記表記
にするため，措置するもの

30,000 30,000

自動車購入費 財産活用課 老朽化した公用車をハイブリッド車に更新するため，措置するもの 9,000 9,000

離島体験滞在交流施設整備
事業費

地域政策課
国の補助認証が予定を上回って得られたことから，22年度予定事業を前倒しして
実施するため，補正するもの

65,727 86,733 152,460

コミュニティ推進費 地域政策課
地域においてコミュニティ活動の一環として行う地域環境および地球環境保全活
動・教育啓発事業に助成するため，補正するもの

29,631 700 30,331

住宅手当緊急特別措置事業
費

生活福祉課
就職活動を行っている離職者で，住居を喪失している者等に対して住宅手当を給
付するため，措置するもの

108,000 108,000

職員給与費等繰出金
国保・高齢者医
療課

国民健康保険事業特別会計の補正に伴い，繰り出しするもの 467,157 1,880 469,037

財政安定化支援事業費繰出
金

国保・高齢者医
療課

国民健康保険事業特別会計の補正に伴い，繰り出しするもの 1,142,084 100 1,142,184

認知症高齢者グループホー
ム施設整備事業補助金

介護保険課
消防法施行令の改正に伴い，スプリンクラーを設置する認知症高齢者グループ
ホームに対し助成するため，措置するもの

116,292 116,292

放課後児童クラブ施設整備
事業費

こども未来課
浅野児童クラブ教室を移転・新築するため，設計，工事等に要する経費を措置す
るもの

24,300 24,300

子育て応援特別手当支給費 こども未来課 子育て応援特別手当を支給するため，措置するもの 468,000 468,000

款名 事項 所管課名 事　業　概　要
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平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

子育て応援特別手当支給事
務費

こども未来課 子育て応援特別手当の支給事務を行うため，措置するもの 43,550 43,550

母子家庭自立支援給付金事
業費

こども未来課
国の制度改正に伴い，母子家庭の母を対象とした高等技能訓練促進事業の支給
額を引上げる等のため，補正するもの

17,302 22,859 40,161

母子自立支援プログラム策
定事業費

こども未来課
母子家庭を対象とした無料職業紹介所の開設準備や関係機関との協議などを行
うため，補正するもの

2,134 2,964 5,098

母子自立支援員費 こども未来課
緊急雇用創出基金事業として11人を新規雇用し，母子寡婦福祉資金の償還率の
向上を目的に，滞納者への戸別訪問や返還への意識啓発を図るため，措置する
もの

16,489 16,489

母子自立支援プログラム策
定事業費

こども未来課
緊急雇用創出基金事業として２人を新規雇用し，母子家庭を対象とした無料職業
紹介所を開設するため，措置するもの

3,237 3,237

保育所施設整備費 保育課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，経年劣化の著しい公立保育
所の遊具施設を更新するため，措置するもの

21,000 21,000

私立保育所事業等補助金 保育課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，経年劣化の著しい遊具施設
を更新する私立保育所に対して助成するため，措置するもの

12,000 12,000

芸術士派遣事業費 保育課
緊急雇用創出基金事業として８人を新規雇用し，子どもの感性や創造力を伸ばせ
るよう，芸術家を保育所に派遣するため，措置するもの

14,128 14,128

椛川ダム水源地域整備事業
費

河港課
県が施行する椛川ダム水源地域における県道新設改良事業の地元負担金を措
置するもの

7,500 7,500

病院事業会計負担金 経営管理課 病院事業会計の補正に伴い，措置するもの 6,927 6,927

新エネルギー普及促進費
環境保全推進
課

住宅用太陽光発電システム設置費補助金の申請件数が予定を上回る見込みと
なったため，補正するもの

37,500 60,000 97,500

公衆便所整備費 環境総務課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，高松駅前広場公衆便所に太
陽光発電設備を整備するため，措置するもの

3,000 3,000

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

衛生費

衛生費

衛生費

衛生費

事　業　概　要款名 事項 所管課名
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平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

騒音振動防止対策費 環境指導課
緊急雇用創出基金事業として15人を新規雇用し，自動車騒音に係る環境基準の
把握に必要な基礎データの収集等を行うため，措置するもの

25,776 25,776

麻しん風しん予防接種費 保健センター
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，麻しん・風しんの蔓延を防止
する観点から，定期接種対象者以外の児童生徒が任意接種（有料）を受けた場
合，予防接種料を助成するため，措置するもの

60,520 60,520

がん対策推進事業費 保健センター
一定の年齢に達した女性に対し，無料クーポン券等を送付することにより，女性特
有のがん検診の受診率の向上を図るため，補正するもの

272,269 70,756 343,025

精神保健福祉相談指導費 保健センター
講習会の開催や広報啓発を行うことにより，自殺対策の強化を図るため，補正す
るもの

905 1,500 2,405

不妊治療助成費 保健センター
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，国の不妊治療助成制度が拡
充されたことに伴い，不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため，措置
するもの

23,300 23,300

収集車購入費 環境業務課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，ごみ収集車をハイブリット車・
天然ガス車に更新するため，措置するもの

87,000 87,000

南部クリーンセンター施設改
良事業費

南部クリーンセ
ンター

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，南部クリーンセンターに太陽
光発電設備を整備するため，措置するもの

26,700 26,700

ごみ処理関連施設整備事業
費

環境総務課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，旧牟礼環境美化センター(一
般廃棄物焼却施設)を解体撤去するため，措置するもの

150,000 150,000

高松テルサ管理運営費 商工労政課
高松テルサの雇用・能力開発機構香川センター事務室跡を研修室に改修するた
め，補正するもの

82,813 27,628 110,441

県営土地改良事業地元負担
金等

土地改良課
県が施行する県営単独緊急農道整備事業および県営ため池等整備事業につい
て地元負担金等を措置するもの

27,146 27,146

単独県費補助土地改良事業
補助金

土地改良課
単独県費補助土地改良事業の施行に伴い，県が事務費を増額したことにより，市
負担分を増額するため，補正するもの

306,453 32,940 339,393

荒廃竹林整備事業費 農林水産課
緊急雇用創出基金事業として３人を新規雇用し，荒廃した竹林の再整備を図るた
め，補正するもの

3,094 3,083 6,177

衛生費

衛生費

衛生費

衛生費

衛生費

衛生費

衛生費

衛生費

労働費

農林水産業費

農林水産業費

農林水産業費

款名 事項 所管課名 事　業　概　要

3



平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

高松漁港高潮対策事業費 河港課
国の補助認証が予定を上回って得られたことに伴い，計画を前倒しして執行する
ため，補正するもの

60,000 100,000 160,000

庵治漁港改良事業費 河港課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，物揚場の改良工事について，
計画を前倒しして実施するため，措置するもの

22,250 22,250

房前漁港高潮対策事業費 河港課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，防潮壁等の整備について，計
画を前倒しして実施するため，措置するもの

42,500 42,500

消費者啓発費 地域政策課 消費者教育・啓発事業の活性化を図るため，補正するもの 1,969 3,469 5,438

消費者保護費 地域政策課 消費生活相談体制の強化を図るため，補正するもの 7,215 5,239 12,454

県施行国道１９３号整備事
業地元負担金

都市計画課 県が施行する国道１９３号の道路整備事業の地元負担金を措置するもの 9,000 9,000

道路維持費 道路課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，舗装・排水施設・交通安全施
設などを修繕するため，措置するもの

450,000 450,000

照明灯管理費 道路課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，照明灯を修繕するため，措置
するもの

10,000 10,000

道路台帳整備費 道路課
緊急雇用創出基金事業として８人を新規雇用し，橋りょう図面等を電子化し，道路
管理業務の効率化を図るため，措置するもの

9,000 9,000

県施行道路新設改良事業地
元負担金

道路課 県が施行する道路整備事業の地元負担金を措置するもの 70,124 70,124

県施行道路舗装整備事業地
元負担金

道路課 県が施行する舗装整備事業の地元負担金を措置するもの 10,861 10,861

市単独道路舗装事業費 道路課
地域活性化・公共投資臨時交付金事業として，市道６路線の舗装打換工事を行う
ため，措置するもの

51,000 51,000

農林水産業費

農林水産業費

農林水産業費

款名

商工費

商工費

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

事項 所管課名 事　業　概　要

土木費

土木費
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平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

自転車利用環境総合整備事
業費

道路課
緊急雇用創出基金事業として16人を新規雇用し，本年度２路線で施工する路側
帯のカラー化事業の整備効果を検証するため，措置するもの

3,000 3,000

橋りょう長寿命化事業費 道路課
国の補助認証が予定を上回って得られたことから，橋りょうの長寿命化修繕計画
策定等を前倒しして執行するため，補正するもの

12,400 11,000 23,400

橋りょう長寿命化事業費 道路課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，国の補助対象外である橋りょ
うの長寿命化修繕計画を策定する等のため，措置するもの

15,000 15,000

県施行海岸保全事業地元負
担金

河港課 県が施行する海岸保全事業の地元負担金を措置するもの 1,400 1,400

ポンプ場整備事業費 河港課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，老朽化したポンプ場設備を更
新等するため，措置するもの

200,000 200,000

県施行急傾斜地崩壊防止事
業地元負担金

河港課 県が施行する急傾斜地崩壊防止事業の地元負担金を措置するもの 4,500 4,500

県施行港湾建設事業地元負
担金

河港課 県が施行する港湾建設事業の地元負担金を措置するもの 161,506 161,506

高松港計画調査費負担金 河港課 県の高松港(玉藻地区)整備計画策定事業の地元負担金を措置するもの 3,400 3,400

大島港高潮対策事業費 河港課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，護岸改良工事について，計画
を前倒しして実施するため，措置するもの

11,550 11,550

都市景観整備事業費 都市計画課
緊急雇用創出基金事業として８人を新規雇用し，美しいまちづくりの推進に向け，
中央通りの一定区間の景観の現況調査等を行い，良好な都市景観を検討するた
め措置するもの

15,500 15,500

都市計画事務費 都市計画課
緊急雇用創出基金事業として３人を新規雇用し，仏生山地区周辺の現況交通量
調査を行い，拠点機能強化について検討するため，措置するもの

1,506 1,506

屋外広告物対策事務費 都市計画課
緊急雇用創出基金事業として２人を新規雇用し，違反広告物等の調査や張り紙
の防止塗装作業等を行い，良好な景観を創出するため，措置するもの

2,000 2,000

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

款名 事項 所管課名 事　業　概　要

5



平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

木太鬼無線街路事業費 都市計画課
国の補助認証が予定を上回ったことに伴い，22年度予定事業を前倒しして実施す
るため，補正するもの

327,471 200,000 527,471

県施行街路事業地元負担金 都市計画課 県が施行する街路事業の地元負担金を措置するもの 67,050 67,050

県施行さぬき空港公園整備
事業地元負担金

公園緑地課 県が施行する公園整備事業の地元負担金を措置するもの 60 60

県施行高松琴平電鉄連続立
体交差事業地元負担金

まちなか再生課 県が施行する高松琴平電鉄連続立体交差事業の地元負担金を措置するもの 510 510

中心市街地歩行者空間整備
事業費

まちなか再生課
市道西の丸町兵庫町線において，歩行者空間整備に係る実施設計を行うため，
補正するもの

2,963 10,000 12,963

離島救急施設整備事業費 消防局総務課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，救急艇の建造および接岸用
浮き桟橋を整備するため，措置するもの

310,900 310,900

救助工作車購入費 消防局総務課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，救助工作車・救助用資機材を
更新するため，措置するもの

206,723 206,723

高規格救急自動車購入費 消防局総務課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，高規格救急自動車を更新す
るため，措置するもの

31,061 31,061

学校跡地・跡施設再利用事
業費

教育委員会総
務課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，四番丁小学校閉校後の校舎
を文化財センター（仮称）などとして利活用を図るため，耐震化工事に要する経費
を措置するもの

59,720 59,720

特別教室空調機整備事業費
教育委員会総
務課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，小学校の音楽室および図書
室への空調機整備を，計画を前倒しして実施するため，措置するもの

27,200 27,200

校舎整備費
教育委員会総
務課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，小学校の校舎棟の各階男女
トイレに１か所洋式便器を設置するとともに，男子小便器を自動洗浄型に取替え
るため，措置するもの

367,968 367,968

屋外附帯施設整備費
教育委員会総
務課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，経年劣化の著しい小学校の
遊具施設を更新するため，措置するもの

46,000 46,000

土木費

土木費

土木費

款名

土木費

土木費

消防費

消防費

消防費

教育費

教育費

事項 所管課名 事　業　概　要

教育費

教育費
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平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

地上デジタル放送対応設備
整備事業費

教育委員会総
務課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，地上デジタル放送への完全
移行に対応した小学校の受信環境等の整備について，計画を前倒しして実施す
るため，措置するもの

132,990 132,990

視聴覚教育等教材費
教育委員会総
務課

新学習指導要領に対応する小学校の理科教育設備等を，計画を前倒しして整備
するため，補正するもの

425,339 61,883 487,222

視聴覚教育等教材費 学校教育課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，一定規模以上の小学校にパ
ソコンを追加整備するため，措置するもの

64,980 64,980

特別教室空調機整備事業費
教育委員会総
務課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，中学校の音楽室および図書
室への空調機整備を，計画を前倒しして実施するため，措置するもの

14,280 14,280

校舎整備費
教育委員会総
務課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，中学校の校舎棟の各階男女
トイレに１か所洋式便器を設置するとともに，男子小便器を自動洗浄型に取替え
るため，措置するもの

198,169 198,169

地上デジタル放送対応設備
整備事業費

教育委員会総
務課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，地上デジタル放送への完全
移行に対応した中学校の受信環境等の整備について，計画を前倒しして実施す
るため，措置するもの

67,350 67,350

視聴覚教育等教材費
教育委員会総
務課

新学習指導要領に対応する中学校の理科教育設備等を，計画を前倒しして整備
するため，補正するもの

186,476 31,006 217,482

教師用教科書・教材費
高松第一高等
学校

新学習指導要領に対応する高等学校の理科教育設備等を整備するため，補正す
るもの

21,079 10,000 31,079

校舎整備費
高松第一高等
学校

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，高等学校の校舎棟の各階男
女トイレに１か所洋式便器を設置するとともに，男子小便器を自動洗浄型に取替
えるため，措置するもの

19,809 19,809

地上デジタル放送対応設備
整備事業費

高松第一高等
学校

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，地上デジタル放送への完全
移行に対応した高等学校の受信環境等の整備について，計画を前倒しして実施
するため，措置するもの

1,910 1,910

園舎等整備費
教育委員会総
務課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，幼稚園の経年劣化の著しい
遊具施設を更新するため，措置するもの

12,000 12,000

幼稚園施設耐震化事業費
教育委員会総
務課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，耐震化工事により施設の耐
震性能を確保するため，措置するもの

161,840 161,840

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

款名 事項 所管課名 事　業　概　要
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平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

地上デジタル放送対応設備
整備事業費

教育委員会総
務課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，地上デジタル放送への完全
移行に対応した幼稚園の受信環境等の整備について，計画を前倒しして実施す
るため，措置するもの

14,716 14,716

史跡石清尾山古墳群保存・
整備費

文化財課
鶴尾神社４号墳の保全対策に必要な進入路の整備工事を行うため，補正するも
の

6,775 94,600 101,375

歴史資料館資料整備費 文化財課
緊急雇用創出基金事業として３人を新規雇用し，歴史資料館所蔵の資料の整理
事業を推進するため，措置するもの

3,270 3,270

施設整備費 美術館美術課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，高松市美術館の老朽化した
防犯カメラ設備を更新するため，措置するもの

10,000 10,000

収蔵品情報管理システム管
理費

美術館美術課
緊急雇用創出基金事業として２人を新規雇用し，塩江美術館の収蔵美術品の画
像データ等を整備するため，措置するもの

2,183 2,183

かわなべスポーツセンター
管理運営費

スポーツ振興課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，経年劣化の著しい遊具施設
を更新するため，措置するもの

2,927 2,927

一般会計（地上デジタル対策事業一覧）

平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

款名

教育費

款名 事業内容 部局名

教育費

教育費

教育費

25,967

設　置　施　設　等

総務費

民生費

衛生費

労働費

商工費

消防費

教育費

地上デジタル対策事業

市民政策部

健康福祉部

環境部

産業経済部

消防局

教育部

支所，体育施設等　８３施設　１０３台

放課後児童クラブ，保育所等　３６施設　６４台

環境プラザ，環境業務センター等　７施設　１６台

高松テルサ，インフォメーションプラザ等　７施設　３９台

消防局等　５施設　１７台

生涯学習センター，公民館等　１３施設　２２台
※教育部は教育委員会総務課，高松第一高等学校分を除く

25,967

事項 所管課名 事　業　概　要

教育費

教育費
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（債務負担行為）変更

1,716,500

（補正前1，916，500）

（債務負担行為）廃止

0

（補正前　86,733）

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

国民健康保険事務共同処理
費

国保・高齢者医
療課

交通事故による第三者納付金の受入額が見込みを上回り，支払い手数料が不足
する見込みのため，補正するもの

30,586 1,880 32,466

支払手数料
国保・高齢者医
療課

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の実施に伴い，審査手数料
が生じるため，措置するもの

100 100

高額療養費特別支給金
国保・高齢者医
療課

後期高齢者医療制度の高額療養費の自己負担限度額の見直しにより，軽減額を
特別支給金として支給するため，措置するもの

3,400 3,400

直営診療施設勘定繰出金
国保・高齢者医
療課

国民健康保険事業特別会計の直営診療施設勘定の補正に伴い，繰り出しするも
の

19,400 19,400

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

施設整備費
国保・高齢者医
療課

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，女木診療所の耐震補強工事
および施設修繕を行うため，措置するもの

19,400 19,400

老人保健事業特別会計

過年度収入精算返還金
国保・高齢者医
療課

国庫負担金等の20年度精算返還金が生じたことにより，補正するもの 1 109,378 109,379

総務費

保険給付費

諸支出金

諸支出金

総務費

諸支出金

事項

木太鬼無線街路事業費 平成２２年度から平成２３年度まで
国の追加の補助認証が得られたことから，22年度の事業費を前倒しするため，限
度額を変更するもの

都市計画課

限度額

所管課名 事　業　概　要 期間 限度額

所管課名 事　業　概　要 期間

事項

離島体験滞在交流施設整備事業費 地域政策課
国の補助認証が予定を上回って得られたことから，22年度の実施予定事業を21
年度に前倒しして実施するため，廃止するもの

平成２２年度

款名 事項 所管課名 事　業　概　要
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平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

特定高齢者介護予防事業費
地域包括支援
センター

緊急雇用創出基金事業として４人を新規雇用し，特定高齢者の介護予防ケアプラ
ンの作成や介護予防教室等の実施をするため，措置するもの

6,605 6,605

下水道事業特別会計

下水管管理費 下水道管理課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，経年劣化の著しい下水道管
の管渠内の調査業務を行うため，措置するもの

900 900

汚水管渠整備事業費 下水道管理課
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，経年劣化の著しい下水道管
の更生工事を行うため，措置するもの

12,600 12,600

特別会計（地上デジタル対策事業一覧）

平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

施設費

施設費

款名 事項 所管課名

2,340 2,340

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

地域支援
事  業  費

事　業　概　要

所管課名・設置施設等

国保・高齢者医療課　　　　女木診療所　２台

中央卸売市場業務課　　 　中央卸売市場　１台

観光振興課　　　　　　　　　奥の湯温泉　１３台

まちなか再生課　　　　　　 中央駐車場等　６施設　６台
 
下水道施設課                 東部下水処理場等　５施設　７台
下水道建設課

款名

総務費

総務費

業務費

駐車場費

施設費

特別会計名

　国民健康保険事業
　　（直営診療施設勘定）
　中央卸売市場事業

　奥の湯温泉事業

　駐車場事業

　下水道事業
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病院事業会計

平成２１年度 ９月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

かがわ遠隔医療ネットワーク
システム利用料等

市民病院
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，「かがわ遠隔医療ネットワー
ク」参画のための利用料等を補正するもの

6,346,499 200 6,346,699

地上デジタル放送テレビ購
入費

塩江病院
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，地上デジタル放送移行への
完全移行に対応するため，補正するもの

824,767 1,059 825,826

地上デジタル放送テレビ購
入費等

香川病院
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，地上デジタル放送移行への
完全移行に対応するため，補正するもの

1,410,022 1,136 1,411,158

かがわ遠隔医療ネットワーク
システム整備費

市民病院
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として，「かがわ遠隔医療ネットワー
ク」参画のための機器整備等に要する経費を補正するもの

345,944 4,732 350,676

老朽ビニル管更新事業費
水道局
財務管理課

国の補助認証が得られたことから，老朽ビニル管を更新整備するため，補正する
もの

2,320,118 215,161 2,535,279

医業費用

医業費用

医業費用

項名 事項 所管課名 事　業　概　要

建設改良費

水道事業会計

建設改良費
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