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平成28年度　一般会計･特別会計補正予算比較表

会計名 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�(単位:千円) 摘要 

般会計 ��Rﾃ#Srﾃs3��20,000 ��Rﾃ#srﾃs3�� 

簡易永道事業特別会計 鉄S津�3�� 鉄S津�3�� 

国民健康保険特別会計 迭ﾃ��"ﾃ3SR� 迭ﾃ��"ﾃ3SR� 

公共下水道事業特別会計 都�Rﾃ#sR� 都�Rﾃ#sR� 

地方卸売市場事業特別会計 都�B� 都�B� 

介護保険特別会計 �2ﾃS��ﾃ�Sr� �2ﾃS��ﾃ�Sr� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��Rﾃ�#�� ��Rﾃ�#�� 

療育事業特別会計 �#�ﾃ�#�� �#�ﾃ�#�� 

後期高齢者医療特別会計 鼎��ﾃ��2� 鼎��ﾃ��2� 

国民宿舎特別会計 ���ﾃ��b� ���ﾃ��b� 

合計 �#RﾃcCRﾃ����20,000 �#RﾃccRﾃ���� 

公営企業会計補正予算比較表

会計名 劍ｯ�.疫ﾈ螽ｧ｢�繍正予算額 佗b�(単位:千円) 摘要 

衣 追 事 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 鼎#rﾃ#��� 鼎#rﾃ#��� 

支出 鼎#bﾃs�b� 鼎#bﾃs�b� 

差引 鉄cB� 鉄cB� 

資本的収支 假ｹ?ﾂ�43,383 ��43,383 ��支出 �#�Rﾃ#sR� �#�Rﾃ#sR� 

差引 ��3�s�ﾃン"� ��3�s�ﾃン"� 
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平成28年度一般会計補正予算(第2号)構成表

(歳入)(単位:千円,%) 

款 刳�阯¥算額 刪ﾖ正(第2号) 俘xﾇb�偬ｹ�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1市税 �2,909,030 ��偵�� �"ﾃ��津�3��19.0 ��

2地方譲与税 �124,121 ��繧� ��#Bﾃ�#��0.8 ��

3利子割交付金 �3,433 ����� �2ﾃC32�0.0 ��

4配当割交付金 �8,292 ����� 唐ﾃ#�"�0.1 ��

5要式等腎所得翌 冤l,823 ����� 免ﾂﾃ�#2�0.1 ��

6地方消費税交付金 �586,820 �2繧� 鉄ッﾃ�#��3.8 ��

13,405 ����� ��2ﾃC�R�0.1 ��

8地方特例交付金 �13,878 ����� ��2ﾃピ��0.1 ��

9地方交付税 �4,794,000 �3�紕� 釘ﾃs釘ﾃ����31.4 ��

･o憲実.1誓言慧 �6,000 ����� 澱ﾃ����0.0 ��

11分担金及び負担金 �156,665 ����� ��SbﾃccR�1.0 ��

12使用料及び手数料 �185,961 ���"� ��コﾃ田��1.2 ��

13国庫支出金 �1,932,540 ��%�� ��ﾃ�3"ﾃSC��12_7 ��

14県支出金 �1,193,146 途繧�12,250 ��ﾃ#�Rﾃ3澱�7.9 僞�h郢�ﾘﾝ�･�YﾈｸﾉN�ﾃsS��}�ｼh郢�ﾘﾝ�･�YﾈｸﾉN�"ﾃS���

15財産収入 �38,840 ���2� �3づイ��0.3 ��

16寄附金 �350,002 �"�2� �3S�ﾃ��"�2.3 ��

17繰入金 �822,452 迭紕� 塔#"ﾃCS"�5.4 ��

18繰越金 �123,417 ��繧�850 ��#Bﾃ#cr�0_8 ����7案ｨ葎ｾ�ゴ��

19諸収入 �125,321 ��繧� ��#Rﾃ3#��0_8 ��

20市債 僮,858,593 ��"�"�6,900 ��ﾃツRﾃC�2�12.2 僞�h郢�ﾘﾝ�･�Yﾈｸﾈﾜ#Bﾃs���}�ｼh郢�ﾘﾝ�･�Yﾈｸﾈﾜ#"ﾃ#���

歳入合計 �15,257,739 �������20,000 ��Rﾃ#srﾃs3��100.0 ��

-股財源 区分 壷Lｨﾞ��ﾒ�9,338,610 田��"�850 湯ﾃ33津Cc��61.1 ��

特定財源 迭ﾃ��津�#��38_8 ��津�S��5,938,279 �3ゅ�� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ��r�4,711,688 �3�纈�850 釘ﾃs�"ﾃS3��30.8 ��

依存財源 ���ﾃSCbﾃ�S��69.1 ��津�S��10,565,201 田宝"� 
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(歳出)(単位:千円,%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c(ﾘb��合計 剿ｹ正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1議会費 ��cBﾃ鉄��1.1 ��164,958 ����� 

2総務費 �"ﾃ���ﾃ�s��13.i ��2,000,171 ��2��� 

3民生費 �2ﾃピrﾃcs"�25.4 ��3,877,672 �#R紕� 

4衛生費 �"ﾃc#rﾃャB�17.2 ��2,627,884 ��r�"� 

5労働費 途ﾃ�C��0.1 ��7,141 ����� 

6農林水産業費 都��ﾃ�c��5.2 ��791,160 迭��� 

7商工費 �#Sbﾃ涛2�1_7 ��256,993 ��縒� 

8土木費 ��ﾃ���ﾃSC��ll.8 ��1,801,540 免ﾂ繧� 

9消防費 田cRﾃS3"�4,3 ��665,532 釘ﾃ2� 

10教育費 涛釘ﾃ�#��6.5 ��994,920 澱絣� 

11災害復旧費 鼎bﾃ����0.3 �#�ﾃ����66,000 ��紕�農業施設災害復旧費15,000 林業施設災害復旧費5,000 

12公債費 �"ﾃ��2ﾃsc��13.2 ��2,013,768 ��2�"� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��Rﾃ#Srﾃs3��100_0 �#�ﾃ���� ������� 
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一般会計補正予算(第2号)性質別比較表

('位:千円,%) 

区分 刳�阯¥算額 剔|正(第2号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 演 的 経 普 ��ﾈﾈ���2,970,562 ��偵R� �"ﾃ都�ﾃSc"�19.4 ��

扶助費 �"ﾃ塔�ﾃSc��i9.5 ��2,980,568 ��偵R� 

公債費 �"ﾃ��2ﾃsc��13.2 ��2,013,768 ��2�"� 

計 途ﾃ田Bﾃン��52.2 ��7,964,898 鉄"��� 

消 費 的 慈 普 兒以���1,841,534 ��"��� ��ﾃイ�ﾃS3B�12.1 ��

維持補修費 �#�津C�"�i.4 ��209,412 亦紕� 

補助費等 ��ﾃ�3rﾃ��r�7.4 ��1,137,907 途紕� 

計 �2ﾃ�モﾃゴ2�20.9 ��3,188,853 �#�纈� 

そ の 也 の 経 ���xｾ��183,190 ���"� ���2ﾃ����1.2 ��

投資.出資.貸付金 ��"ﾃ�c��0.1 ��12,160 ����� 

換出金 ��ﾃ#迭ﾃ#ビ�8.5 ��1,295,287 唐絣� 

費 佗b�1,490,637 湯繧� ��ﾃC��ﾃc3r�9.8 ��

投 餐 的 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��2,557,351 ��b縒� �"ﾃSSrﾃ3S��16.7 ��

災害復旧事業費 鼎bﾃ����0.3 �#�ﾃ����66,000 ��紕�農業施設災害復旧費15,000 林業施設災害復旧費5,000 

経 費 佗b�2,603,351 ��r���20,000 �"ﾃc#2ﾃ3S��17_1 ��

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �15,257,739 �������20,000 ��Rﾃ#srﾃs3��100.0 ��
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◎一般会計7月補正予算の概要

【歳入】

衣.項.目l 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��l既定額 

20市債 ���8ﾜ"�,x��俥��ﾘ攣uﾈ螽���r�1,858,593 澱ﾃ����1,865,493 

(1)市債 ��ｸｾiZ｢葦�.逢｢忠¥�ｒ��ﾘﾋｒ�

@災育復旧債 唳E���X蝎Iﾈ郢�ﾘﾝ���o�ﾄVﾉGｳbﾃ����x励�2ﾃ����x励bﾃ����x冷�

･その他市債1,852,493千円1,852,493千円0千円 

計1,858,593千円1,865,493千円6,900千円 

o市債残高等 

･平成28年度市債残高見込額:21,797,278千円 

うち交付税措置見込額:13.324,092千円(交付税措置率:61.1%) 

･合併特例事業債活用額:5,646,400千円(括用率:68.6%) 

(汰)国産･県支出金等の説明は､歳出に記載｡

E歳出】(単位.f円) 

衣.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

11災害復旧費 ��E�h郢�ﾘﾝ�･�YﾈｸﾉN�,x��僞��ﾘ攣uﾈ螽�����22,90【) ��Rﾃ����37,900 

(1)農林水産業施設 ��ｸ馼ﾝ丑��Rﾆ駐���x冷慰磯iN��

災害復旧費 愉<�.萎�ﾋ鐙ﾝ�･�YﾈｸﾉN�yX�%8ｾ�津sS��x冷�

(》農業施設災害 僞���X蝌ｼh郢�ﾘﾝ�~ｹYﾈｸﾉGｳBﾃs���x冷�

復旧費 鑓馼ｼi>�vY9��

6月下旬の梅雨前線豪雨により被災した湊町外戸荒平地区ため池の復旧を緊急に 

行うための災書復旧費○ 

(参林業施設災害 ��}�ｼh郢�ﾘﾝ�ｹﾉYﾈｸﾉN�,x��僞��ﾘ攣uﾈ螽�����100 迭ﾃ����5,loo 

復旧費 鑓馼ｼiN�Rﾃ����x冷慰磯iN��

o特定財源:災春復旧費県負担金2,500千円 

農林水産業施設災脊復旧債2,200千円 

o事策内容等 

6月下旬の梅雨前線豪雨により被災した林道舟川野下線の復旧を緊急に行うため 

の災香復旧費. 
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