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『補正予算の概要』

●補正予算規模 （単位：千円）

●一般会計款別補正予算規模 （単位：千円）

●特別会計補正予算規模 （単位：千円）

１１款 災 害 復 旧 費

1,044

１３款

合　　　　　計

諸 支 出 金

1,044

206,340100,050 106,100

204,768

県費国庫 その他

農林水産業費 66,309 14,559

8,195住 宅 用 地 造 成 事 業 等 8,195

合　　　　　計

　４款

１０款 12,412

９款

59,118

112,000

公 共 下 水 道 事 業

105,009

消 防 費

衛 生 費 6,741

民 生 費 2,745

▲ 15,959

平成３０年度　９月補正予算のポイント

区　　　分

（豪雨災害の復旧及び公有財産の適正管理に向けた補正予算）

46,719,359

　平成３０年７月豪雨により被災した公共土木施設等の復旧を進めるとともに、被

災地支援に要する経費や災害見舞金についての予算を措置する。

　また、公共施設等総合管理計画に基づいた公有財産の適正管理のため、野島断層

保存館の防水改修や、新火葬場の整備を進めるために必要な調査等を実施する。

　併せて、平成２９年度決算に伴う各種精算金を予算編成する。

既決予算額 今回補正額

16,280,216

補正後の額

29,541,450

特 別 会 計

一 般 会 計 30,163,182621,732

歳　　出　　区　　分

16,556,177

897,693

275,961

県費 一般財源起債 その他国庫
財　源　内　訳

1,500

商 工 費 26,623

今　回
補正額

合 計 45,821,666

40,000

18,500

3,100

11,750

20,4002,300

  ２款

　８款

　３款

8,346

64,963

土 木 費

６款

総 務 費

5,230

621,732

20,000

７款

起債

313,457

2,214教 育 費

温 泉 事 業

40,616

財　源　内　訳

0

500

616 9,582

190

8,346

50,650

204,768

4,730

一般財源

270

今　回
補正額

介 護 保 険 （ 保 険 事 業 勘 定 ）

特　別　会　計　名

国 民 健 康 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 184,485

0

184,755

1,930 1,930

61,494

275,691

61,494

275,961

後 期 高 齢 者 医 療 18,543

0

26,623

270

18,543

0農 業 集 落 排 水 事 業 0
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一般会計補正予算の概要

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

4

5

6

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

4

5淡路広域水道企業団上水道高料金対策補助金 平成30年度基準単価確定に伴う減額 下水道課 -16,450

生活保護費国県負担金返還金

102,264

247,699

11,750

所管課主　な　事　業　名

204,768財政課

（３）その他

142

289,856

土砂の流出等の防止

106,100

8,000

金額

都市総務課

3,700

500

40,474

（１）災害復旧・被災地支援

障害者自立支援給付費国県負担金返還金 平成29年度国県負担金確定に伴う返還金

38,900

福祉総務課平成29年度国県負担金確定に伴う返還金

事業内容

　平成３０年７月豪雨により被災した道路・河川の復旧及び治山事業等を行い、市民の安
全・安心を確保する。
　また、被災地の早期復旧・復興に向けた人的支援を行うとともに、宍粟市（旧一宮町）
等の被災地に災害見舞金を送る。

63,000

主　な　事　業　名

80,790

県単独治山事業

29,268

所管課

農林振興課

所管課

36,490

事業内容

建設課

社会教育課

　野島断層保存館の防水改修や、新火葬場の整備に必要な調査等を行うとともに、ブロッ
ク塀の安全対策や老朽施設の解体・撤去等、公有財産の適正管理を進める。
　また、地域活性化を推進するため、地域の集会所建設や町内会のだんじり修繕に要する
費用に対して補助金を交付する。

長沢公民館用地災害復旧事業

主　な　事　業　名

被災した法定外公共物の復旧

だんじり修繕の補助

五斗長垣内遺跡災害復旧事業 被災した史跡の復旧

2,745

35,824
財政調整基金積立金

地域福祉課 18,900

事業内容 金額

震災記念公園施設修繕事業

平成29年度決算剰余金に係る法定積立

被災した道路・河川の復旧

5,400

まちづくり政策課一般コミュニティ助成事業 2,500

公共土木施設災害復旧事業 202,500

法定外公共物管理事業

3,163

251,086

　平成２９年度決算に伴う剰余金処分等の精算や補助金確定等による事業費の精査を行う
とともに、国県補助金等について財源を充当する。

（２）財産管理・地域活性化

防水改修、コーキング打替え 商工観光課 24,700

金額

ふるさとづくり推進事業

西日本豪雨支援対策事業 被災地への復旧・復興支援 危機管理課 4,100

災害救助事業（災害見舞金） 被災地への災害見舞金 危機管理課 2,200

被災した公民館用地の復旧 社会教育課

集会所建設の補助 まちづくり政策課 16,000
新火葬場整備事業 地形測量・地質調査、進入路予備設計

旧北淡老人福祉センター解体事業 アスベスト撤去費用の追加 長寿介護課 3,341

生活環境課 22,900

小中学校・公民館ブロック塀改修等事業 ブロック塀の解体等の安全対策 教育総務課・社会教育課 7,359

平成30年度地方交付税確定に伴う増額 農林振興課 2,724淡路広域行政事務組合農業共済事務所負担金

－2－



【一般会計】

★会計年度任用職員制度支援事業 （事業内容） 総務課

臨時・非常勤職員制度の改革により、平成３２年４月から「会

計年度任用職員制度」に移行することに伴い、制度移行による

事前準備として、移行方針等の策定、職員研修の実施等の支援

を受け、スムーズな制度移行を行う。

（予算額の内訳）

13節　委託料　1,500千円

一般コミュニティ助成事業 （事業内容） まちづくり政策課

木曽上町内会(津名地区)のだんじり修繕に係る費用について、

(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用して、

補助金を交付する。

　淡路市コミュニティ助成事業補助金

　【補助率10/10、上限2,500千円】

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　2,500千円

ふるさとづくり推進事業 （事業内容） まちづくり政策課

「ふるさとを応援したい」、「ふるさとに貢献したい」という

ふるさと納税寄附者の温かい思いを形にし、地域活性化を推進

するため、草香地区(一宮)で実施する集会所建設に要する費用

の一部に対し、補助金を交付する。

　淡路市活力ある地域づくり支援事業補助金

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　　16,000千円

障害者自立支援給付等事業 （事業内容） 地域福祉課

前年度障害者自立支援給付等事業に係る国庫・県負担金の精算

に伴う返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　18,900千円

　（国庫　18,381千円、県費　519千円）

福祉医療助成事業 （事業内容） 福祉総務課

前年度医療費助成事業に係る県補助金の精算に伴う返還金

・高齢期移行医療費助成事業　33千円

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　33千円

主　要　事　業　一　覧　表

項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源

13-14 2-1-1 1,500 1,500

13-14 2-1-6 2,500 2,500 0

コミュニティ助成事業交付金（10/10）

13-14 2-1-17 16,000 16,000 0

夢と未来へのふるさと基金繰入金

13-14 3-1-3 18,900 18,900

13-14 3-1-4 33 33

補正額
財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

旧北淡老人福祉センター解体事 （事業内容） 長寿介護課

業 解体に当たって調査を実施した結果、煙突部分の断熱材がアス

ベスト含有建材であることが判明したため、アスベストの撤去

費用を追加する。

【事業費】19,450千円 → 22,791千円

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　3,341千円

子育て短期支援事業 （事業内容） 子育て応援課

前年度子育て短期支援事業に係る国庫補助金の精算に伴う返還

金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　23千円

児童手当給付事業 （事業内容） 子育て応援課

前年度児童手当給付事業に係る国庫負担金の精算に伴う返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　315千円

児童運営事業 （事業内容） 子育て応援課

前年度児童運営事業に係る国庫負担金、補助金の精算に伴う返

還金

・子どものための教育・保育給付費国庫負担金　286千円

・延長保育事業補助金　　　　　　　　　　　　428千円

・一時預かり事業補助金　　　　　　　　　　　748千円

・実費徴収分補足給付事業補助金　　　　　　　　8千円

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　1,470千円

病児保育事業 （事業内容） 子育て応援課

前年度病児保育事業に係る国庫補助金の精算に伴う返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　898千円

放課後児童健全育成事業 （事業内容） 青少年育成課

前年度放課後児童健全育成事業に係る国庫支出金（子ども・

子育て支援整備交付金）の精算に伴う返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　996千円

地域子育て支援拠点事業 （事業内容） 子育て応援課

前年度地域子育て支援拠点事業に係る国庫補助金の精算に伴う

－5－



（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

13-14 3-1-11 3,341 3,100 241

合併特例債（95％）

13-14 3-2-1 23 23

13-14 3-2-2 315 315

13-14 3-2-3 1,470 1,470

13-14 3-2-4 898 898

13-14 3-2-5 996 996

13-14 3-2-7 961 961

－6－



項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　961千円

生活保護事業 （事業内容） 福祉総務課

前年度就労支援事業及び生活困窮者就労準備支援事業に係る国

庫負担金の精算に伴う返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　706千円

生活保護事業（扶助費） （事業内容） 福祉総務課

前年度生活保護費給付事業に係る国庫・県負担金の精算に伴う

返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　35,118千円

　（国庫　34,697千円、県費　421千円）

災害救助事業 （事業内容） 危機管理課

阪神・淡路大震災で全国各地から多大な支援を受けた市とし

て平成30年７月豪雨の被災市である宍粟市等に災害見舞金を

送る。

　兵庫県宍粟市（旧一宮町）　1,000千円

　岡山県岡山市（旧建部町）　1,000千円

　岡山県高梁市（旧備中町）　　200千円

（予算額の内訳）

26節　寄附金　2,200千円

新火葬場整備事業 （事業内容） 生活環境課

地形測量及び地質調査を実施するとともに、進入路の詳細設計

の前段階として予備設計を行い、新火葬場の建設に向けて事業

を進める。

　地形測量　8.25ha　　　　　8,000千円

　地質調査　ボーリング 5本　4,500千円

　進入路予備設計　　　　　 10,400千円

（予算額の内訳）

13節　委託料　22,900千円

未熟児養育医療費助成事業 （事業内容） 福祉総務課

前年度未熟児養育医療費助成事業に係る国庫補助金の精算に伴

う返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　171千円
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

13-14 3-3-1 706 706

13-14 3-3-2 35,118 35,118

15-16 3-4-1 2,200 2,200

15-16 4-1-3 22,900 2,300 20,400 200

合併特例債（95％） 公共施設整備等基金

15-16 4-1-5 171 171
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

母子保健事業 （事業内容） 健康増進課

前年度乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業に係る国庫

補助金の精算に伴う返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　120千円

水道施設事業 （事業内容） 下水道課

上水道高料金対策補助に係る資本費基準単価の確定に伴い補

正する。

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　▲16,450千円

婦人の家施設管理事業 （事業内容） 農林振興課

婦人の家（大磯）において、トイレ床下付近で水道管の破損

が発生したため、修繕工事を実施する。

（予算額の内訳）

11節　需用費　400千円

淡路広域行政事務組合農業共済 （事業内容） 農林振興課

事務所負担金 平成30年度地方交付税の農業共済事業事務費に係る基準財政

需要額を基礎として算定する額が確定したため、増額補正す

る。

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　2,724千円

★北淡路土地改良区設立５０周年 （事業内容） 農地整備課

記念事業 国営農地開発事業を着工して50年を迎え、設立50周年記念誌

の発行に係る事業費の一部を補助する。

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　200千円

　　記念誌発行に係る経費の２分の１を補助する。

県単独治山事業 （事業内容） 農林振興課

平成30年７月豪雨により、山地災害が発生し、市民の生活環

境の保全を図り、２次災害及び今後の自然災害等による土砂

の流出等を防止するため、治山工事を実施する。

（補助率）　設計：市1/2、地元1/2

　　　　　　工事：県2/3、市1/6、地元1/6

（予算額の内訳）

13節　委託料　3,000千円（測量設計業務）

15節　工事請負費　60,000千円
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

15-16 4-1-5 120 120

15-16 4-3-1 ▲ 16,450 ▲ 16,450

15-16 6-1-2 400 400

15-16 6-1-3 2,724 2,724

15-16 6-1-9 200 200

15-16 6-2-2 63,000 40,000 11,750 11,250

県単独治山事業補助金（2/3） 地元負担金（1/2、1/6）
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

　工事箇所数　5箇所（津名：1、一宮：4）

★絵島周辺整備事業 （事業内容） 商工観光課

絵島で一部崩落等が発生し、危険回避のため、絵島入口を封

鎖し、絵島上部のアンカー等の撤去、植栽の伐採を実施する。

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　1,923千円

震災記念公園施設等修繕事業 （事業内容） 商工観光課

開館後20年余りが経過し、経年劣化による雨漏りが発生して

いるため、野島断層保存館の防水改修工事及びコーキングの

打替え工事を実施する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　2,200千円

15節　工事請負費　22,500千円

法定外公共物管理事業 （事業内容） 都市総務課

平成30年７月豪雨により、法定外公共物が崩落し、被災した

箇所の早期復旧を図る。

（予算額の内訳）

11節　需用費　1,000千円

　 北淡地区　崩土撤去、切土整形等

15節　工事請負費　7,000千円

　 ①北淡地区　延長＝10.0ｍ

　 ②東浦地区　下段延長＝6.0ｍ、上段延長＝4.0ｍ

災害対策事業 （事業内容） 危機管理課

平成30年台風12号の接近に伴い勤務した職員に対し、時間外

勤務手当を支給する。

（予算額の内訳）

３節　職員手当等　時間外勤務手当　1,130千円

西日本豪雨支援対策事業 （事業内容） 危機管理課

平成30年７月豪雨により被災した市町等に人的な支援を行う

ための必要な経費を計上し、被災地の早期復旧、復興に向け

た支援協力を実施する。

（予算額の内訳）

３節　職員手当等　時間外勤務手当　2,200千円

９節　旅費　1,800千円

11節　需用費　100千円
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

15-16 7-1-3 1,923 1,923

15-16 7-1-4 24,700 24,700

17-18 8-1-1 8,000 8,000

17-18 9-1-4 1,130 1,130

17-18 9-1-8 4,100 4,100
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

小学校施設ブロック塀改修等 （事業内容） 教育総務課

事業 平成３０年６月１８日発生の大阪北部地震によるブロック塀

倒壊事故に対応するため、建築基準に適合しない施設内のブロ

ック塀の解体及びネットフェンス等を設置し、児童等の安全

対策を講じる。

対象施設：中田小・津名東小・釜口小・石屋小・旧育波小

　　　　　・旧富島小

（予算額の内訳）

11節　需用費    　3,700千円

15節　工事請負費　1,300千円

中学校施設ブロック塀解体等 （事業内容） 教育総務課

事業 平成３０年６月１８日発生の大阪北部地震によるブロック塀

倒壊事故に対応するため、建築基準に適合しない施設内のブロ

ック塀の解体及びネットフェンス等を設置し、生徒等の安全

対策を講じる。

対象施設：岩屋中

（予算額の内訳）

11節　需用費　1,000千円

公民館施設ブロック塀改修等 （事業内容） 社会教育課

事業 平成３０年６月１８日発生の大阪北部地震によるブロック塀

倒壊事故に対応するため、建築基準に適合しない施設内のブロ

ック塀の解体撤去及びネットフェンス等を設置し、地域住民等

の安全対策を講じる。

対象施設：旧岩屋公民館駐車場

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　1,359千円

震災体験館地震体験装置修繕 （事業内容） 社会教育課

事業 北淡震災記念公園震災体験館にある地震体験装置のレール部の

損傷等を早急に改善し、利用者の安全対策を早急に講じる。

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　1,890千円

五斗長垣内遺跡災害復旧事業 （事業内容） 社会教育課

平成３０年７月豪雨による法面崩壊等によって被害を受けた

史跡の早期復旧のため、災害復旧工事を実施する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　　　　303千円

15節　工事請負費　2,860千円
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

17-18 10-2-1 5,000 5,000

17-18 10-3-1 1,000 1,000

17-18 10-4-2 1,359 1,359

17-18 10-4-4 1,890 1,890

17-18 10-4-4 3,163 2,214 474 475

埋蔵文化財調査事業補助金（7/10）

埋蔵文化財調査事業補助金（1.5/10）

－14－



項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

県土地改良事業団体連合会賦課 （事業内容） 農地整備課

金 災害における技術協力や積算システムの提供等に対し、事業

費の一部を負担しており、事業費が確定したため、増額補正

する。

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　140千円

30年災公共土木施設災害復旧事 （事業内容） 建設課

業 平成30年７月豪雨により被災した道路・河川で復旧が必要な

箇所について、早期復旧を図る。

（予算額の内訳）

 被災箇所数（見込み）29箇所

　　津名：7、岩屋：1、北淡：8、一宮：10、東浦：3

 　道路：25箇所、河川：4箇所

３節　職員手当等　時間外勤務手当　5,000千円

11節　需用費　2,000千円

15節　工事請負費　150,000千円

30年災道路等単独災害復旧事業 （事業内容） 建設課

平成30年７月豪雨により被災した道路・河川で復旧が必要な

箇所について、早期復旧を図る。

（予算額の内訳）

 被災箇所数（見込み）64件

　　津名：22、岩屋：0、北淡：13、一宮：20、東浦：9

 　道路：62箇所、河川：2箇所

15節　工事請負費　45,500千円

長沢公民館用地災害復旧事業 （事業内容） 社会教育課

(その他公共・公用施設災害復旧事業) 平成３０年７月豪雨により、公民館用地の一部が崩落したこと

に伴い、災害復旧工事を実施する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　　　　200千円

15節　工事請負費　3,500千円

財政調整基金積立金 （事業内容） 財政課

平成29年度決算に伴い、地方財政法第7条の規定により、剰余

金の1/2以上を積み立てる。

　H29年度決算剰余金　409,534,327円

（予算額の内訳）

25節　積立金　204,768千円
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

17-18 11-1-1 140 140

19-20 11-2-2 157,000 100,050 56,900 50

災害復旧費国庫負担金（66.7％） 災害復旧債（100％）

19-20 11-2-2 45,500 45,500 0

災害復旧債（100％）

19-20 11-5-1 3,700 3,700 0

災害復旧債（100％）

19-20 13-1-1 204,768 204,768
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

【国民健康保険特別会計（事業勘定）】

調整交付金システム改修事業 （事業内容） 福祉総務課

国民健康保険制度の都道府県化に伴い、療養給付費・調整交付

金システムを改修する。

【補助率】県100％

（予算額の内訳）

13節　委託料　270千円

財政調整基金積立金 （事業内容） 福祉総務課

前年度繰越金確定による基金積立金

・国民健康保険財政調整基金条例第２条に基づく積立金

　　前年度繰越金 206,492,706円×1/2≒103,247千円

（予算額の内訳）

25節　積立金　103,247千円

国民健康保険事業償還金 （事業内容） 福祉総務課

前年度国民健康保険事業に係る国庫、県費の精算に伴う償還金

調整交付金の精算に伴う償還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　81,238千円

（国庫 39,581千円、県費 450千円、調整交付金 41,207千円）

【後期高齢者医療特別会計】

後期高齢者医療広域連合納付金 （事業内容） 福祉総務課

前年度保険料確定により兵庫県広域連合分賦金を追加納付す

る。

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　18,543千円

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

介護保険給付費準備基金積立金 （事業内容） 長寿介護課

補正予算により生じる剰余金（44,480千円）について、介護保

険給付費準備基金に追加で積み立てる。

歳入：基金取崩し　4,183千円 →　　　0千円

歳出：基金積立て　　243千円 → 40,540千円

（予算額の内訳）

25節　積立金　40,297千円

介護保険事業償還金 （事業内容） 長寿介護課

前年度介護保険事業に係る国庫、県費、支払基金の精算に伴う

返還金

（予算額の内訳）
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

6-7 1-1-1 270 270 0

特別調整交付金（100％）

6-7 5-1-1 103,247 103,247

6-7 7-1-3 81,238 81,238

6-7 3-1-1 18,543 18,543

6-7 5-1-1 40,297 40,297

6-7 6-1-2 21,197 21,197
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

23節　償還金利子及び割引料　21,197千円

（国庫 17,629千円、県費 2,100千円、支払基金 1,468千円）

【温泉事業特別会計】

温泉事業基金積立金 （事業内容） 商工観光課

前年度繰越金確定による基金積立金

・前年度繰越金　1,043,876円

（予算額の内訳）

25節　積立金　1,044千円

【住宅用地造成事業等特別会計】

造成地管理事業 （事業内容） 企業誘致推進課

前年度繰越金確定による一般会計繰出金

28節　繰出金　　　　8,195千円

【公共下水道事業特別会計】

公共下水道維持管理事業 （事業内容） 下水道課

平成30年７月豪雨による道路被害に伴う汚水管きょへの被害に

対し、本復旧を実施する。

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　1,930千円

 汚水管きょ修繕

　岩屋：楠本別所地区

　東浦：久留麻大池台、浦、河内地区
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

6-7 1-1-3 1,044 1,044

6-7 1-1-1 8,195 8,195

6-7 1-2-2 1,930 1,930
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