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平成２８年度３月補正（専決）予算説明資料　目次

【一般会計】
（産業経済部）

（総合政策部） 所管課 款 項 目 大 中 小 頁
所管課 款 項 目 大 中 小 頁 商工港湾課 070102360101 13
総合政策課 020107560101 1 商工港湾課 070102370403 14
総合政策課 020107570112 1 商工港湾課 080401370302 14
総合政策課 020107600301 1 農業畜産課 060103290106 14
総合政策課 020108700301 1 農業畜産課 060103290328 14
総合政策課 020108700302 2 農業畜産課 060105290406 15
総合政策課 020108700321 2 農業畜産課 060106290426 15
総合政策課 020501670304 2 農業畜産課 110101250202 15
総合政策課 020501670305 2 農業畜産課 110101250214 15
総合政策課 020501670314 3 林業水産課 060202300201 16
地域コミュニティ課 020107570102 3 林業水産課 060202300211 16
新庁舎建設課 020107700106 3 林業水産課 060202300402 16

林業水産課 060202250120 16
（総務部） 林業水産課 060202300102 17
所管課 款 項 目 大 中 小 頁 林業水産課 060202300103 17
総務課 020101700202 3 林業水産課 060202300106 17
財政課 020101780101 4 林業水産課 060202300118 17
財政課 120102800201 4 林業水産課 110102250203 18
職員課 020102771602 4 ブランド推進課　 020107700107 18
職員課 020101780102 4
防災推進課 020113240115 5 （建設部）
防災推進課 020113240108 5 所管課 款 項 目 大 中 小 頁

建設課 080101250101 18
（市民環境部） 建設課 080203600201 18
所管課 款 項 目 大 中 小 頁 建設課 080203600202 19
税務課 020202660202 5 建設課 080203600207 19
国民健康保険課 030101790204 5 建設課 080203600231 19
市民課 020301700101 6 建設課 110201250201 19
市民課 020301700102 6 建設課 110201250210 20
市民課 020501670301 6 建設課 080202762702 20
市民課 020501670302 6 建設課 080203260203 20
環境政策課 040202450401 7 建設課 080204250130 20
環境政策課 040201450302 7 建設課 080203510105 21

建設課 080203600208 21
（健康福祉部） 建設課 080301250110 21
所管課 款 項 目 大 中 小 頁 市街地整備課 080502500202 21
福祉課 030102210101 7 市街地整備課 080502500212 22
福祉課 030102210102 7 市街地整備課 080502500213 22
福祉課 030102210307 8 市街地整備課 080502500218 22
福祉課 030102210308 8 市街地整備課 080502500402 22
福祉課 030102210309 8 市街地整備課 080502500404 23
福祉課 030102210322 8 市街地整備課 080502500415 23
福祉課 030102210409 9 市街地整備課 080502500416 23
福祉課 030102210207 9 市街地整備課 080507530101 23
福祉課 030102210406 9 建築住宅課 080601790101 24
福祉課 030301140102 9
福祉課 030301140103 10 （東郷総合支所）
福祉課 030302140101 10 所管課 款 項 目 大 中 小 頁
こども課 030201150502 10 東郷地域振興課 020107570108 24
こども課 030201150506 10
こども課 030202160206 11 （消防本部）
こども課 030202160205 11 所管課 款 項 目 大 中 小 頁
こども課 040101120203 11 消防本部総務課 090101772001 24
こども課 040102120202 11 消防本部総務課 090102230202 24
こども課 040102120604 12 消防本部警防課 090103230104 25
こども課 030201150202 12 消防本部警防課 090103230203非常備消防施設の充実に要する経費 25
高齢者あんしん課 030104170105 12
いきいき健康課 040102120103 12 （上下水道局）
いきいき健康課 040102120105 13 所管課 款 項 目 大 中 小 頁
いきいき健康課 040102120106 13 下水道課 040103480301 25
いきいき健康課 040101120804 13 下水道課 080505790202 25

非常備消防装備の充実に要する経費
常備消防施設等の整備に要する経費

事業名
生活排水対策（浄化槽設置整備事業）
下水道事業会計への繰出金

お倉ヶ浜総合公園整備事業
公営住宅事業特別会計への繰出金

事業名
中山間地域振興事業

事業名
常備消防一般事務費

財光寺南土地区画整理事業（都市再生区画整理事業）
[Ｈ28国補正]財光寺南土地区画整理事業（社交金）
駅周辺土地区画整理事業（社会資本整備総合交付金）
駅周辺土地区画整理事業（都市再生）
駅周辺土地区画整理事業（防災・安全交付金）
[Ｈ28国補正]駅周辺土地区画整理事業（防災・安全）

橋梁長寿命化事業
財光寺南部住環境整備事業（社会資本整備総合交付金）
幡浦地区住環境整備事業（社会資本整備総合交付金）
耳川河川改修関連支援事業
財光寺南土地区画整理事業（社会資本整備総合交付金）
財光寺南土地区画整理事業（防災・安全交付金）

籾木線道路改良事業（社会資本整備総合交付金）
塩見美々津線道路改良事業（社会資本整備総合交付金）
道路河川災害復旧事業（単独）
道路河川災害復旧事業（公共）
市道維持管理費
交通安全施設整備事業

林道災害復旧事業
ふるさと日向市応援寄附金事業

事業名
急傾斜地崩壊対策事業
南日向・日の平線改良事業（辺地）
臨時地方道整備事業

森林づくり推進事業
県単林道災害復旧事業
県単林道網整備事業
林道整備県営事業負担金
横瀬・広瀬線（交付金）林道改良事業
熊山線（交付金）林道改良事業

多面的機能支払交付金事業
県営鵜毛・籾木地区基盤整備事業
農地・農業用施設災害復旧事業（補助）
農地・農業用施設災害復旧事業（単独）
林業振興費
有害鳥獣対策事業

事業名
企業誘致推進事業
細島港を核とした日向地域産業の総合的活性化推進事業（ソフト事業）
平岩港整備事業
新規就農総合支援事業
経営体育成支援事業

日向市医療機関（産科・小児科）新規開業促進事業

予防接種に要する経費
一時預かり事業
高齢者社会参加・交流促進事業
健康増進事業
がん検診推進事業（クーポン）
がん検診推進事業（その他）

子ども医療費助成事業
児童手当給付事業
ひとり親家庭医療費助成事業
母子生活支援事業
特定不妊治療費助成事業
母子の健康管理事業

障害者住宅改造助成事業
訓練等給付事業
移動支援事業
生活保護の適正実施推進事業（補助対象）
生活保護の適正実施推進事業（市単）
扶助費

重度心身障害児者医療費助成事業
自立支援医療給付事業
特別障害者手当等給付事業
特別児童扶養手当事務費
心身障害児介護手当給付事業（市単）
障害者地域生活支援事業

中長期在留者住居地届出等事務費
人口動態調査事務費
現住人口調査事務費
ごみ処理事業
資源回収事業

事業名

防災情報収集・伝達事業
地震・津波防災施設整備事業

事業名
固定資産税賦課に要する経費
国民健康保険事業特別会計への繰出金
住民基本台帳事務費

事業名
法令遵守推進事業
減債・財政調整・公共施設整備基金積立に要する経費
借入金利子の返済に要する経費
人事研修一般事務費
退職手当基金積立に要する経費

社会保障・税番号制度業務システム対応事業
工業統計調査
統計調査員確保対策事業
経済センサス
協働のまちづくり推進事業
新庁舎建設事業

事業名
土地利用規制等対策事務費
定住促進事業
地域生活交通対策事業
庁内ＬＡＮ運用費
業務システム運用事業



（教育委員会）
所管課 款 項 目 大 中 小 頁
教育総務課 100303030310 26
学校教育課 100102030410 26
学校教育課 100202030702 26
学校教育課 100302030802 26
学校教育課 100102031302 27
学校教育課 100102030414 27
学校給食センター 100603764401 27

（選挙管理委員会事務局）
所管課 款 項 目 大 中 小 頁
選挙管理委員会事務局 020403730302 27
選挙管理委員会事務局 020403730602 28

【特別会計】

頁
29
29
29
29
30

国民健康保険事業特別会計 国民健康保険課
介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 高齢者あんしん課

公営住宅事業特別会計 建築住宅課
財光寺南土地区画整理事業特別会計 市街地整備課
簡易水道事業特別会計 水道課

キャリア教育推進事業
日向市学校給食センター管理運営費

事業名
参議院議員選挙
宮崎海区漁業調整委員会委員選挙

会計名 所管課

事業名
日向中学校増改築事業
通学支援事業
学校ＩＣＴ環境整備事業（小学校）
学校ＩＣＴ環境整備事業（中学校）
障がいのある児童生徒の教育の充実に要する経費
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