
一　般　会　計

○　投 資 的 事 業（抜粋）

事　　　業　　　名 事　　　業　　　内　　　容 所 管 課

千円

・住宅リフォーム費用助成（100万円限度）

　　要介護2以上の認定者又は障害程度2級以上の者の
　　いる住民税非課税世帯又は生活保護世帯

10,100 ・排水路修繕　市道52-3号線 ほか

20,000 ・市道633号線 外1路線

271,000 ・社会資本整備総合交付金事業

4,500 ・交通安全施設整備事業（市内一円）

奥能登国際
芸術祭推進
室

斎場施設管理費
（単独）

2,562

・敷地造成工事、建築工事ほか676,901

一般経費（災害対策費）
（単独）

842

一般廃棄物処分場整備事業費
（補助）

10,340

奥能登国際芸術祭基盤整備事業費
（単独）

自立支援型住宅リフォーム推進事業費
（補助）

中央霊苑管理費
（単独）

50,800 ・防火水そう新設工事　４基
総　務　課

危機管理室

4,200 ・防火水そう有蓋化工事　１基

・避難路標識整備工事（電柱巻付式　３０か所）

31,139 ・旧西部小学校体育館建築屋外工事等

主 要 施 策 等 に 関 す る 調

予 算 額

庁舎等維持費
（単独）

5,333 ・庁舎受水槽修繕工事

防火水そう有蓋化事業費
（単独）

消防施設維持費
（単独）

4,000 ・消火栓移設・設置　　３基

防火水そう新設事業費
（補助）

健康増進施設運営管理費
（単独）

ごみ処理施設管理費
（単独）

10,428 ・一般廃棄物埋立処分場内道路復旧工事ほか

道路等整備事業
（補助・単独）

・中央霊苑の擁壁補強工事

・市営斎場火葬炉補修

（仮称）珠洲市立新保育所整備事業費
（単独）

510,840 ・（仮称）珠洲市立新保育所の整備 福　祉　課

820

4,000 ・ゲンキ食堂単独ガス設備工事等

環境建設課
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事　　　業　　　名 事　　　業　　　内　　　容 所 管 課

千円

・がけ崩れ防止対策事業に係る経費の1/2以内を補助

　（100万円限度）

・森林病害虫等防除事業費

　 航空防除 350㏊､地上防除 8.5㏊､伐倒駆除 215㎥

　 樹幹注入 1,130本、枯損木処理 15㎥

・林道管理事業費

　　林道二百谷線橋梁補修、林道大滝線道路修繕

・治山事業費

　 県単荒廃地復旧工事　法枠工　Ａ＝140㎡

・市営造林事業費

　 枝打 Ａ＝6.9㏊　除伐 Ａ＝6.9㏊　下刈 Ａ＝5.4㏊

・高圧ケーブル取替工事

陶芸センター管理事業費
（単独）

3,300 ・ガス窯入替工事

・岩坂橋添架管修繕工事ほか

観光施設維持管理費
（単独）

観光交流課

38,767
・すず塩田村高圧受電設備更新、鉢ヶ崎オートキャンプ場
　洋式トイレ取替及びトレーラーハウス電源ボックス取替
　工事ほか

一般管理費（公園管理費）
（単独）

産業振興課

森林整備事業費
（補助・単独）

農村総合整備事業費
（単独）

7,000

9,000

河川整備事業
（単独）

花き栽培センター管理事業費
（単独）

1,693

3,762
一般経費（農地開発事業費）
（単独）

一般管理費（ダム）
（単独）

がけ地災害防止事業費補助金
（補助）

5,000

・普通河川鈴内川、準用河川蛸島川11,000

22,180
・担い手への農地集積の推進を図る基盤整備に対する
  補助（内方地区・岡田地区・野々江地区・八丁第３地区
　・南黒丸地区・宗玄地区）

3,498

・鉢ヶ崎総合公園　照明灯改築 2基
　　　　　　　　　舗装修繕 Ａ＝500㎡ほか

・公共土木施設、農地、林道

・寺家ダム揚水機場揚水ポンプ修繕工事

35,992

7,776 ・小中学校施設修繕

7,802

厨房施設等修繕費
（単独）

多目的ホール運営事業費
（単独）

・照明器具取替工事1,210

18,559
・自動火災報知設備大ホール感知器更新、プロジェクター
　装置更新工事ほか

学校施設修繕費（小・中学校）
（単独）

体育施設維持管理費
（単独）

1,528 ・グラウンドゴルフ場舗装工事　ほか

公民館施設修繕費等
（単独）

8,240
・昭和56年以前に建築された住宅に対し、耐震診断、
　耐震工事を実施した場合に補助（200万円限度）

14,000

2,947 ・スチームコンベクションオーブン入替工事

予 算 額

環境建設課

7,330

令和３年災害復旧事業費
（単独）

教育委員会
事  務  局

住宅・建築物耐震改修促進事業費
（補助）
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○　県 営 事 業 負 担 金

事　　　業　　　名 事　　　業　　　内　　　容 所 管 課

千円 ・いしかわ広域交流幹線軸道路整備

　　（大谷・狼煙・飯田線）蛸島町～正院町小路、三崎町寺家

・観光石川周遊回廊整備

　　（大谷・狼煙・飯田線）馬緤町赤神～三崎町雲津

・県単道路改良事業

　　（高屋出田線）笹波町～若山町鈴内

　　（珠洲穴水線）宝立町柏原～大町

　　（上黒丸大谷線）若山町上黒丸～吉ケ池

　　（大屋杉山線）三崎町大屋～杉山

　　（粟津正院線）正院町平床

・県単道路特別整備（ほっとあんしん歩行空間）

　　（大谷・狼煙・飯田線ほか）狼煙町ほか

・県単道路特別整備（枠単）

　　（大谷・狼煙・飯田線ほか）折戸町ほか

・飯田港湾

　　改修事業（公共）　桟橋補修

　　修繕事業（県単）　護岸補修

・県営急傾斜地崩壊対策事業

　　馬渡・飯塚・上戸名ケ谷・真浦2号・赤神

・県単漁港修繕事業　　　　　（蛸島漁港、狼煙漁港）

・漁港施設機能強化事業　　　（蛸島漁港）

18,364 ・老朽ため池整備　　　　　　（札谷内池、若山ダム、岩坂ダム）

15,200

産業振興課

7,256

道路整備事業 50,430

環境建設課

急傾斜地崩壊対策事業

県営ため池等整備事業

予 算 額

漁港整備事業

港湾整備事業 8,992
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○　そ　の　他

事　　　業　　　名 事　　　業　　　内　　　容 所 管 課

千円 ・職員研修費

　　市町村アカデミー派遣費

　　その他研修費

・消防団活性化事業(準中型免許取得費等交付金)

・住民防災活動活性化事業

・防災訓練等事業

・災害非常用物資購入備蓄（非常食等）

・防災行政無線施設維持費

・市営バス運行事業

・バス路線維持対策事業

・バス路線再編事業

・シルバー定期割引事業(230万円）

・移住交流支援員、芸術祭推進支援員

（地域おこし協力隊）

・能登カレッジ構想推進事業費

・能登キャンパス構想事業

・域学連携活動支援補助金

4,024滞在交流施設日置管理費

総　務　課

危機管理室

活力ある地域づくり支援事業費

400 ・犯罪被害者等見舞金の支給

99,122公共交通運行対策事業

12,428

大学と連携した地域活性化事業

22,100能登ＳＤＧs事業費

予 算 額

人材育成事業

1,884

防災活動活性化事業 23,644

20,800

運転免許取得・更新支援事業

7,000

4,000

総　務　課

288 ・奨学金交付事業
教育委員会
事  務  局

13,000

・市内の空き家への入居にあたり、改修を行う場合への補助
　改修費の1/2以内（上限100万円）

・能登ＳＤＧsラボ運営委員会への負担金

・簡易宿泊施設（日置ハウス）の管理運営費

運転免許証自主返納支援事業 2,000

空き家改修費補助金

・運転免許証自主返納者にバス回数券等を交付

集会所修繕費補助金

・自動車学校の車両購入等に係る補助金
・高齢者講習補助金

・集会施設の修繕に対し、事業費の1/2を補助
　（補助上限200万円）

災害援護資金貸付金事業費 7,000
・災害援助法が適用される被害を受けた被災者に、生活の
　立て直しに資するため、資金を貸し付けるもの

一般経費（市民活性化費）

（臨）
珠洲市ホームページリニューアル

20,448 ・珠洲市ホームページのリニューアル業務

（臨）
消防ポンプ自動車整備事業費負担金

52,799 ・大谷分署　消防ポンプ自動車

企画財政課
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事　　　業　　　名 事　　　業　　　内　　　容 所 管 課

千円

・温暖化対策として設置する太陽光発電システムの設置に
　対する助成

　　1kWあたり7万円、上限30万円

・バイオマスタウン構想の実践

　　廃食用油の回収及びＢＤＦ変換
　　木質バイオマスストーブ購入費助成（上限10万円）

13,818 ・任期満了に伴う石川県知事選挙費
選挙管理
委 員 会
事 務 局（臨）

衆議院議員総選挙費
17,537 ・任期満了に伴う衆議院議員総選挙費

自然共生室

・市内賃貸住宅に入居するUIターン世帯に対し、家賃の1/2を補助
　（上限）　移住後   1年目 30,000円/月
　　　　　　  〃　　 2年目 20,000円/月
　　　　　  　〃　   3年目 10,000円/月

738
・空き家を借上げ及び改修した「サブリース物件」に係る
　運営費用

市　民　課

（臨）
石川県知事選挙費

・標準宅地の時点修正鑑定評価業務

8,000

個人番号カード交付事業費 3,468

900

・市内の空き家の購入に対する補助
　購入費の1/3以内（上限100万円）

・大谷、狼煙、三崎郵便局の窓口において、住民票
　及び印鑑証明書の交付

固定資産税業務支援システム事業費 13,306

・個人番号カード交付事務委託料

4,000

2,000

定住促進空き家活用事業費

税　務　課

・ＧＩＳを活用した固定資産税業務支援システムのデータ
　更新

住宅用太陽光発電システム設置助成
事業費

バイオマスタウン構想推進事業

・市内小学生と農業生産者が農地の生き物を調査

里山里海応援基金事業費補助金

「珠洲の里山」生き物調査事業費

3,429

・消費者の利益の擁護に向けた行政窓口の機能強化723

1,243

・生物多様性に関する現状把握調査業務の実施

1,188

消費者行政事業

郵政窓口交付事業

地域生物多様性保全活動推進事業費

144

（新）
地域活性化プログラム事業（地方創生）

予 算 額

飯高応援団活動支援費 5,000 ・飯高応援団事業に対する活動支援補助金

4,000

・移住に関心のある方へ積極的な情報発信や体験事業を
　実施
・移住定住推進アクションプランの策定

・交流人口や関係人口を活かした地域経済の活性化を推進

空き家購入費補助金

珠洲市移住定住支援事業費補助金

3,100

11,406

移住交流促進事業費

奥能登国際芸術祭開催事業費

・本市における世界農業遺産の構成要素である市内の
　豊かな里山里海環境やその歴史･文化等の保全継承
　及び利活用を目的とする市民等の取り組みを支援
　　保全継承：補助率10/10、上限50万円
　　　　活用：補助率 2/3、 上限50万円

6,608

賦課業務委託費

奥能登国際芸術祭推進事業費

114,345

・常設展示作品の管理及び利活用　ほか

・奥能登国際芸術祭実行委員会への負担金
　　奥能登国際芸術祭2020+の開催経費
　　アート作品・サポーター組織の運営管理　ほか

企画財政課

奥能登国際
芸術祭推進
室
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事　　　業　　　名 事　　　業　　　内　　　容 所 管 課

千円 ・障害者自立支援給付

　　補装具給付、知的障害者施設入所支援

　　身体障害者施設入所支援、障害者地域生活支援

　　居宅介護支援、短期入所支援、就労支援

　　自立支援（機能訓練）、自立支援（生活訓練）

・心身障害者医療給付

・自立支援医療給付

1,901 ・心身障害者福祉タクシー利用助成

・相談支援事業

・地域活動支援センター機能強化事業

・手話通訳設置・派遣事業

・日常生活用具給付事業

・移動支援事業

・訪問入浴サービス事業

・成年後見制度利用支援事業

・日中一時支援事業

・生活訓練事業

・奉仕員養成事業

・（新）医療的ケア児等総合支援事業費　4,284千円

・敬老の日記念事業

　　88歳　211名、95歳　68名、100歳 17名

・高齢者安心生活手助け事業

　　ミニヘルパー、ちょっこり・たすけ隊

・緊急通報装置設置　利用対象者25人

・ねたきり老人理髪サービス事業

・ふれあい入浴事業

　　対象　65歳以上　

　　助成　公衆浴場の利用助成券、1人年間12枚

　　　　　（利用者負担100円）

・珠洲市総合病院3階において病児・病後児保育を実施

・珠洲市民図書館に併設したすずキッズランドの運営費

・自立支援教育訓練給付金補助金

・高等職業訓練促進給付金補助金

　　（国：3／4、市：1／4）

・医療費助成　対象：母子世帯、父子世帯の親子

　　子が18歳まで助成（障がいのある者は20歳まで助成）

　　（県：1／2、市：1／2）

・医療費助成

　　乳児～18歳　入院・通院費用の助成

　　（自己負担なし）

670 ・ひとり親家庭の児童の学習を支援

　　（県：3／4、市：1／4）

予 算 額

25,724

ひとり親家庭就労支援給付金給付費

子どもセンター運営費

病児・病後児運営費

老人福祉事業

・老人保護措置費

6,467

10,117

21,774

ひとり親家庭学習支援事業費

1,400

3,651

350,226

66,238

福　祉　課

地域生活支援事業

64,434

ひとり親家庭等医療費助成事業

9,299

子ども医療費助成事業費

障害者福祉事業
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事　　　業　　　名 事　　　業　　　内　　　容 所 管 課

千円 ・生活困窮家庭の児童の学習を支援

　　（国：1／2、市：1／2）

・母子保健推進事業

　（1歳6ヶ月児健康診査、3歳児健康診査を含む）

・予防接種事業

　 四種混合、二種混合、ＭＲ（麻疹・風疹）、日本脳炎、BCG、
　 ヒブ、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、ＢＣＧ、小児･高齢者用肺炎球菌、水痘、B型肝炎

・感染症予防事業

・在宅当番医制運営委託事業

・治療費助成

　　対象者　本市に1年以上住所を有する夫婦

　　（限度額　年間5～80万円）

・集団検診及び病院検診の実施

　 胃･子宮･乳房･肺･喀痰･大腸･前立腺

　（自己負担約1割）

・特定年齢に対する検診無料クーポン券の配付

　 胃･子宮･乳房･肺･大腸･前立腺

・健康診査

・健康相談

・健康教育

・訪問指導

・新社会人に対する記念品

・Ｕ･Ｉターン者に対する記念品

・市長との意見交換会（年２回開催）

・50歳未満の独立・自営就農者に給付

　（150万円［配偶者75万円］最長5年間　国：100％）

・「のと115」の生産量拡大に向けた取組に補助

　（補助率　県：1/2　市：1/6　JA：1/6）

・中山間地域等直接支払交付金（10活動組織）

・多面的機能支払交付金（農地維持支払・資源向上支払）
（16活動組織）

・給水区域外の飲用井戸等設置費用の2/3を補助
　　（補助上限200万円）

若者定住促進支援事業費

（新）
珠洲市出産子育て支援金事業

327

・市内の住宅敷地内に設置された危険ブロック塀等の
　撤去等に対する補助（限度額10万円）1/2以内

飲用井戸等整備事業

就業支援事業費

農業次世代人材投資事業費

予 算 額

49,482

236

珠洲市危険ブロック塀等撤去事業

・出産応援金（妊娠届出時）5万円
　子育て応援金（出生届出時）5万円を支給

5,000

シルバー人材センター事業費

健康増進施設運営管理費

800

老朽危険空家等対策事業

生活困窮家庭子どもの学習支援事業費

・老朽危険空き家の除却に対し、事業費の1/2を補助
　（補助上限50万円）

地域保健推進事業

不妊・不育症治療費助成事業費

がん検診事業

自殺防止緊急対策事業費

健康増進事業

2,075

4,000

7,537

211

3,063

25,421

・高齢者に適する仕事の提供

農業施設整備支援事業費

珠洲市有害鳥獣対策協議会事業費補助金

日本型直接支払事業費

7,000

1,024

31,692

34,396

6,000

・移住希望者をはじめ就職希望者に対し、市内の企業情報
　を発信
・就業情報システム「珠洲おしごとナビ」の運営管理

・有害鳥獣被害対策事業への補助

福祉課

・自殺予防に係る啓発普及事業や自殺防止のための
　人材育成

環境建設課

・「元気の部屋」運営管理費及びタニタ健康管理システム
　委託料など

産業振興課

10,000

685
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事　　　業　　　名 事　　　業　　　内　　　容 所 管 課

千円

・地元産木材を活用した新築または増改築住宅への助成　

　地元産木材の割合　50％以上（上限30万円）

・創業・事業拡大を支援　　限度額100万円

（創業経費2/3以内、事業拡大1/2以内［1人雇用］）

・一定期間以上、市内宿泊施設に滞在する学生の団体に対
　する宿泊費の一部助成

　　小中高生　1,000円/人泊（10人泊以上）
　　大 学 生　1,500円/人泊（10人泊以上）

・レンタカーを利用し、市内に宿泊した観光客に対して

　宿泊費の一部を助成（1台につき、3,000円／泊）

・能登空港利用促進助成事業

　　個人（珠洲市共通商品券）

　　　大人往復　2,000円分　小人往復　1,000円分

　　団体（3人以上）（珠洲市共通商品券）

　　　大人往復　4,000円分、片道　2,000円分

　　　小人往復　2,000円分、片道　1,000円分

　　修学旅行（利用助成金）

　　　中学生以上往復　4,000円、片道　2,000円

　　　小学生往復　　　2,000円、片道　1,000円

　　観光客助成金（往路・復路対象：羽田発能登着、能登発）

　    大人片道　2,000円　小人片道　1,000円

・ジャパンテント留学生交流

・外国青年招致事業

・多文化共生推進事業

・珠洲まつり特別委員会負担金

・食祭イベント「珠洲まるかじり」開催費補助金

・鉢ヶ崎ウェルネスセンター

・すずなり館

・鉢ヶ崎健康運動広場及び鉢ヶ崎リゾート施設

（新）
サテライトオフィス等設置促進事業費

15,539 ・サテライトオフィス等の進出を促すための補助金

企業立地促進奨励事業費

国際交流事業

レンタカー利用者宿泊費補助金

2,200

森林経営管理事業費 20,007

地域活性化創業支援事業費

予 算 額

・ふるさと納税者の利便性の向上及び制度の利用促進を図
　るため、ポータルサイト及び代理納付システムを活用す
　るとともに、返礼品を充実させる

・県外イカ釣漁船の寄港を促し、地域経済の活性化を図る
　ため地域格差である燃料価格を補助
　（市：50％、漁協：50％）

37,313

4,300

珠洲ヘルスツーリズム推進事業費

・ホテル運営費の一部助成

23,983

2,945

・観光宣伝にかかる経費

奥能登珠洲の交流支援事業費

「珠洲鉢ケ崎ホテル㈱」運営費補助金

観光施設指定管理委託事業

5,400

7,030

地域活性化イベント事業

16,414能登空港利用促進事業

500

観光宣伝事業費

活性化拠点施設わかやま管理事業費

珠洲木材活用住宅助成事業費補助金

10,951

（新）
海岸漂着物等地域対策推進事業費

・珠洲焼に係る出向宣伝経費や物産展開催事業費補助

3,000

・森林環境譲与税を財源とする森林整備等を実施

600

漁業用燃油価格支援事業費

珠洲焼振興事業費

1,000

58,218ふるさと納税事業費

産業振興課

・企業立地を促すための誘致活動費

1,175

901

観光交流課

・活性化拠点施設わかやまの施設管理費など

・漁業者等により自主的に回収された漂流・海底ごみの運
搬処理（補助率　県10/10）

・鉢ヶ崎を中心としたヘルスツーリズム推進事業費

（臨）
奥能登開発公社事業費補助金

531,907
・珠洲ビーチホテル改修費（建築、設備、備品等）に係る
　事業負担金

1,630
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事　　　業　　　名 事　　　業　　　内　　　容 所 管 課

千円

・通学バス運転業務委託

　　みさき小､直小､緑丘中

・プール｢ウェーブ｣送迎運転業務委託

・通学費補助

　　月額1万円を超える部分を補助

・通学費補助

　　正院小、宝立小中、大谷小中

・施設めぐり・史跡めぐり事業

・学校図書館司書配置事業

・芸術文化鑑賞推進事業

・学校教育教材

・学校教育教材備品

・特別支援教育就学奨励費

・児童水泳活動事業

・複式授業解消講師報酬（小学校）

・英語活動指導事業（小学校）

・外国人英語指導助手招致事業

・スクール・サポート・スタッフ配置事業

・部活動指導員配置事業費

・各種学習事業費補助金（小・中学校）

・インターンシップ事業

・青少年健全育成活動費

・青年団協議会活動費助成

・ボーイスカウト活動費補助金

・婦人団体協議会補助金

・生涯学習推進大会事業費

・図書館事業費

・図書館管理運営費

・指定有形文化財管理等補助金

・史跡等管理費

・児童・生徒等健康診断費

・厨房施設等修繕費

・生涯スポーツ振興事業

・東京オリンピック・パラリンピック聖火リレー開催事業

・各種スポーツ活動費補助

ＧＩＧＡスクール構想情報環境整備事業
費

8,875
・ＩＣＴの活用により全ての子どもたちに学びを保証でき
る環境の整備

放課後子ども教室推進事業費 30,095
・放課後子ども教室の運営費8地区分（蛸島、三崎、
　若山、宝立、上戸、飯田、直に加え、大谷で開設）

・市内小中学校の「ＩＣＴ教育」のサポート

高等学校通学費助成事業

3,428

741

9,314スクールバス運行管理事業

10,549

公民館事業費

青少年健全育成事業 1,960

社会体育振興事業 7,564

学校保健事業

生涯学習事業

珠洲市民図書館事業費

文化財保護事業 1,608

6,494

予 算 額

24,004

1,525

教育振興事業 81,234

ＩＣＴ支援員配置事業

1,800

通学費補助金

各種体育・文化活動事業費補助金 14,066 ・部活動に係る移送費、各種体育大会派遣への補助

教育委員会
事  務  局

・公民館で行われる地域事業の運営費（10か所）
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○　地域振興基金充当事業

事　　　業　　　名 事　　　業　　　内　　　容 所 管 課

千円 千円

・レンタカーを利用し、市内に宿泊した
　観光客に対して宿泊費の一部を助成

　　1台につき、3,000円／泊

計（10項目） 824,750 182,757

サテライトオフィス等設置促進
事業費

15,539 15,000
・サテライトオフィス等の進出を促すための
　補助金

産業振興課

観光施設維持管理費

能登空港利用促進事業 8,400

5,400

観光宣伝事業

観光交流課

基金充当額

地域活性化創業支援事業

予 算 額

・広域案内看板整備550

5,400

11,794

レンタカー利用者宿泊費補助金

・創業支援助成
　　対象事業の2/3以内、上限100万円
・事業拡大支援助成
　　対象事業の1/2以内、上限100万円

3,000 3,000

・パンフレットの作成、旅行雑誌や
　テレビ、新聞等のメディアを使った
　広告宣伝

586,294

16,414
・地元利用者助成金および観光客向け
　助成金で誘客を図る。

23,983

87,044
・奥能登国際芸術祭2020+の開催
・アート作品、サポーター組織の運営管理

奥能登国際
芸術祭推進
室

奥能登国際芸術祭基盤整備
事業費

35,369 35,369 ・旧西部小学校体育館建築屋外工事等

奥能登国際芸術祭推進事業費

運転免許取得・更新支援事業費 13,000 10,000 ・自動車学校の車両購入等に係る補助金 危機管理室

11,406 6,200 ・常設作品のメンテナンス、維持管理費等

奥能登国際芸術祭開催事業費 114,345
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○　一 部 事 務 組 合 負 担 金

組　　　　　合　　　　　名 予　　　算　　　額

千円

奥 能 登 広 域 圏 事 務 組 合 ４７６,１０７

奥 能 登 ク リ ー ン 組 合 ８２０,１１９

石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合 ５,７９８

計 １,３０２,０２４

○　他　会　計　繰　出　金　等

会　　　　　計　　　　　名 予　　　算　　　額

千円

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 繰 出 金 １３０,３２６

介 護 保 険 特 別 会 計 繰 出 金 ４３９,５２２

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 出 金 １１０,９２２

小　　　　　　　計 ６８０,７７０

病　院　事　業　会　計

負　　担　　金 ５０４,９６４

補　　助　　金 ８１,８７８

水　道　事　業　会　計

負　　担　　金 １２,１９１

補　　助　　金 １３２,２６７

出　　資　　金 ７８,６９５

下　水　道　事　業　会　計

負　　担　　金 ６３,４１４

補　　助　　金 ３２７,５２５

出　　資　　金 １２６,４４７

小　　　　　　　計 １,３２７,３８１

合　　　　　　　計 ２,００８,１５１
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