
　水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計は、地方公営企業法を適用した事
業です。そのため、民間企業のように収益的収支と資本的収支の２つに分けた会計処理を
行なっています。また、使用する皆さんがお支払いになる料金などで運営されています。
予算 内容 水道事業会計 工業用水道事業会計 下水道事業会計

収益的収入 料金・使用料など 7億9,111万6千円 5,517万1千円 13億8,007万4千円
収益的支出 施設の運転管理費など 6億2,596万5千円 3,798万6千円 17億3,644万5千円
資本的収入 負担金、補助金、企業債など 8億4,397万7千円 507万1千円 8億2,092万円
資本的支出 施設の建設費用、企業債償還など 9億8,365万3千円 507万1千円 9億1,606万5千円

「健康都市こうし」を目指して

平成28年度 合志市の予算

基金の状況（平成27年度末見込高）
財政調整基金	
　　	･････････････････････ 約41億円

減債基金	
　　	･･･････････････････････ 約5億円

特定目的基金	
　　	･････････････････････ 約27億円	

合　計	 約73億円

歳　入 歳　出

市債の状況（平成27年度末見込高）
合併特例事業債	
　　	･････････････････････ 約50億円

臨時財政対策債	
　　	･････････････････････ 約83億円

その他市債	
　　	･････････････････････ 約34億円	

合　計	 約167億円

特別会計の当初予算額
国民健康保険特別会計	
　　	･････････ 73億5,168万5千円
	 （＋0.6%）

後期高齢者医療特別会計	
　　	･･･････････5億1,814万5千円
	 （＋0.6%）

介護保険特別会計	
　　	･････････ 40億5,160万4千円
	 （＋5.5%）

※（　）内は前年度比

地方公営企業会計の当初予算

　３月の第１回市議会定例会で、平成28年度の当初予算が議決されました。一
般会計の予算額は209億5,200万円、３つの特別会計の予算総額は119億
2,143万４千円となりました。
　なお、この予算は熊本地震の災害復旧により、一部変更を予定しています。

一般会計予算
209億5,200万円

（前年度比 22億1,700万円の増）

■自主財源（38.5％）
■依存財源（61.5％）

●問い合わせ先　財政課（合志庁舎）　☎248-1667

●問い合わせ先　上下水道課（合志庁舎）　☎248-1159

その他（自主財源）
20億9,103万5千円（10.0％）

市債
19億7,700万円（9.4％）

その他（依存財源）
11億5,300万1千円（5.5％）

県支出金
17億7,303万7千円（8.5％）

議会費
2億155万6千円（1.0％）

民生費
98億5,045万7千円
（47.0％）

教育費
23億4,699万7千円
（11.2％）

総務費
29億5,527万5千円
（14.1％）

予備費		2,000万円（0.1％）

災害復旧費		30万円（0.0％）

公債費
16億2,030万8千円（7.7％）

消防費
6億181万9千円（2.9％）

土木費
16億8,164万8千円（8.0％）

商工費		1億881万7千円（0.5％）

農林水産業費
3億4,732万7千円（1.7％）

衛生費
12億1,749万6千円（5.8％）

市税
59億7,300万8千円
（28.5％）

地方交付税
40億5,000万円
（19.3％）

国庫支出金
39億3,491万9千円
（18.8％）

区長・自治会長を
紹介します

　住みよい地域づくりのため、地域のまとめ役として各
区でお世話いただいている区長・自治会長の皆さんです。
市政の推進、市からの文書などの配布、地域内住民の転
入・転出の把握など住民と行政をつなぐ役割を担ってい
ます。地域に関することなどお尋ねください。

●問い合わせ先　総務課　総務・男女共同参画班（合志庁舎）　☎248―1112
※各区長・自治会長からの同意を得て掲載しています。

行政区 氏　名 住　所 電話番号

出分 村田　幸生 福原773-3 248-0276

新古閑 松永　充男 福原1394-1 248-0347

上古閑 西嶋　武一 福原1080 248-3814

御領 加藤　清人 福原2233 248-0714

野付 衞藤　昭信 福原2635-2 248-3447

新迫 松永　正男 竹迫246 248-3750

日向 吉岡　人士 竹迫104 248-1568

上町 大塚　秀男 竹迫1668 248-1807

横町 大嶌　里津 竹迫1844 090-9575-5143

下町 佐藤　克己 竹迫1914-3 248-2631

二子 中嶋　鐵夫 幾久富914 248-1537

油古閑 吉岡　誠敏 幾久富1345-3 248-6670

上庄 鹿歸瀬一俊 上庄2157-1 248-1249

原口 福島　　基 豊岡33-1 248-0563

原口下 狩野　義雄 豊岡459 248-0216

平島 有内　眞也 栄3227 248-0624

鹿水 林　　眞三 栄2387-1 248-0256

中林 高木　行治 栄1301 248-0597

後川辺 上村　久義 栄205-4 248-0271

栄温泉団地 齊 　勇一 栄2127-106 248-4976

新栄温泉団地 白井　哲哉 栄2295-98 248-2662

山下団地 川﨑　　諭 栄2149-7 248-0023

群 米原　盛幸 幾久富1829-3 248-2419

黒石原 高來　正人 栄3794-76 248-5152

すずかけ台 松㟢　和寛 豊岡2000-973 248-1639

笹原 本田　敬儀 豊岡2000-1515 248-1461

泉ヶ丘 吉田　　誠 豊岡2054-94 248-4012
公民館215-5530

武蔵野台 横山　葊秋 幾久富1909-1035 221-6391

雇用促進住宅 刀川　幸德 幾久富1909-749
雇用促進住宅1-106号 090-1925-7505

永江団地 江藤　邦光 幾久富1866-1135 247-2048

杉並台 内川　祐輔 幾久富1647-165 248-4396

沖野台 長岡　利昭 幾久富1866-1193 202-7018

竹迫住宅 村川　俊雄 竹迫1829
竹迫住宅2-10 248-1068

栄住宅 雪井　絹子 栄2093-5
栄住宅Ｂ-7号 090-1873-1996

西沖住宅 川上かつ代 栄3793-20
西沖住宅3-1 080-5797-4674

合志中央団地 永津　竜一 幾久富1101　Ｂ-103 090-9583-4198

北 續　雄一郎 野々島1019-１ 242-0771

本村 藤木　賢二 野々島3171 242-1075

辻 長 　信幸 野々島2453-2 242-0747

木原野 新村　　清 野々島5473-6 242-3659

東 岡部　義幸 野々島5135-7 242-3545

湯之端 簗田　　晃 野々島4766-2 242-2722

行政区 氏　名 住　所 電話番号

外園 園田　重美 野々島4916 242-1449

中尾 城　　誠喜 野々島92 242-0436

城 平山　洋生 上生469-2 243-2311

上生 森　　重治 上生921 242-1347

黒松 工藤　淨二 合生2518-1 242-3254

立割 谷山　賢一 合生2378 242-3310

生坪 轟　　幸雄 合生630	漆崎団地A-1 242-1407

弘生 緒方　敏明 合生1233 242-1426

江良 村上　宣孝 合生1482-2 242-2730

高木 大賀　重德 合生98-3 242-1929

小合志 阪口　秀雄 合生2051 242-0831

辻久保 緒方　博詞 合生4076-１ 242-3998

小池 清原　博幸 合生4017-7 223-5601

灰塚 宮本　邦康 御代志259-1 242-3379

大池 坂口　和也 御代志1446 242-2054

黒石 古武城　繁 須屋2555-3 242-1081

須屋 長田　孝吉 須屋564 344-0297

上須屋 辻　　敏輝 須屋1912-2 345-1211

堀川 松永　和典 須屋13-2 344-9556

御代志 林　　正道 御代志1875-1 242-4337

若原 西岡　喜一 御代志1656-53 242-5592

新開 鎌田　典子 須屋2977-7 242-3593

九州沖縄農研 北本　　浩 須屋2391-2	
D棟304 090-7642-5197

再春荘 瀬上　　誠 須屋2659
宿舎4棟301号 090-7155-8456

恵楓園 永岡　龍治 御代志1730
宿舎西50-304

248-1131
（内線215）

合生住宅 宮本　二男 合生3824-2
合生住宅5-9 242-4120

南原住宅 村上　昭盛 野々島4416-9
南原住宅A棟112 242-2408

黒石団地 福岡　健彦 須屋2745-75 242-7173

榎ノ本 古河　幹男 須屋262-24 338-8538

芝原 松下　広美 野々島5429-3 242-3543

西須屋団地 津留　俊則 須屋3124-9 343-1570

県営住宅 和田　新一 須屋574-1
県営住宅7-101号 345-6578

東大池 松本　武士 御代志1481-8 242-0061

東須屋 河野　德朗 須屋3023-79 242-2597

ユトリック団地 小西　敏治 野々島5677-113 242-5924

南陽 永野　　寛 須屋1342 346-4553

南須屋 西野　良昭 須屋1548-10 344-4580

桜路 髙見　将史 幾久富1944-63 342-6134

陽光台 山崎　隆之 須屋2695-671 090-1361-7863

ポレスター光の森 千代田正人 幾久富1758-49
ポレスター光の森502号 090-5088-2935

桜和の丘 小林　良次 豊岡2217-90 080-5180-6569

みずき台 吉原　富雄 須屋3645 283-0035
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