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平成27年度　一般会計･特別会計補正予算比較表

(単位:千円)

会計名 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�摘要 

般会計 ��rﾃ#crﾃSsB�109,270 ��rﾃ3sbﾃイB� 

簡易水道事業特別会計 鼎S津イ��77 鼎S津��r� 

国民健康保険特別会計 迭ﾃ���ﾃCs�� 迭ﾃ���ﾃCs�� 

公共下水道事業特別会計 田ィﾃ�#2�269 田ィﾃ3�"� 

地方卸売市場事業特別会計 ���ﾃS�"� ���ﾃS�"� 

介護保険特別会計 �2ﾃScRﾃccr� �2ﾃScRﾃccr� 

国民宿舎特別会計 ��s�ﾃ�#�� ��s�ﾃ�#�� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��Rﾃs#r� ��Rﾃs#r� 

療育事業特別会計 �#�ﾃ�sb�102 �#�ﾃ#s�� 

後期高齢者医療特別会計 鼎��ﾃ3��� 鼎��ﾃ3��� 

合計 �#rﾃcsづC�b�109,718 �#rﾃsモﾃ�#B� 

公営企業会計補正予算比較表

(単位:千円)

会計名 劍ｯ�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�摘要 

衣 道 事 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 鼎#津�3�� 鼎#津�3�� 

支出 鼎#づイ2� 鼎#づイ2� 

差引 ��迭� ��迭� 

資本的収支 假ｹ?ﾂ�153,381 ��153,381 ��支出 �33rﾃ3��� �33rﾃ3��� 

･差引 ��3��2ﾃ���� ��3��2ﾃ���� 
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平成27年度　一般会計補正予算(第9号)構成表

(歳　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第9号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1市税 �2,951,036 ��r��� �"ﾃ鉄�ﾃ�3b�17.0 ��

2地方譲与税 �117,926 ��縒� ���rﾃ�#b�0.7 ��

3利子割交付金 �3,823 ����� �2繝#2�0.0 ��

4配当割交付金 �6,172 ����� 澱ﾃ�s"�0.0 ��

5慧式等腎所得慧 �4,382 ����� 釘ﾃ3�"�0,0 ��

6地方消費税交付金 �550,599 �2�"� 鉄S�ﾃS湯�3.2 ��

9,676 ����� 湯ﾃcsb�0.1 ��

8地方特例交付金 �12,689 ����� ��"ﾃcヲ�0.1 ��

9地方交付税 �5,420,656 �3�紕� 迭ﾃC#�ﾃcSb�31.2 ��

･o芸笥1誓言霊 �6,000 ����� 澱ﾃ����0.0 ��

11分担金及び負担金 �172,983 ����� ��s"ﾃ塔2�1.0 ��

12使用料及び手数料 �185,489 ����� ��コﾃCヲ�1.1 ��

13国庫支出金 �2,259,703 ��2���75,000 �"ﾃ33Bﾃs�2�13.4 �&饑ｹ���h���ﾈ嶌ﾏ�WHｾ�sRﾃ����

14県支出金 �1,449,303 唐紕� ��ﾃCC津3�2�8.3 ��

15財産収入 �52,039 ���2� 鉄"ﾃ�3��0.3 ��

16寄附金 �350,352 �"���15,000 �3cRﾃ3S"�2.1 �-8.�+8,iEｹ�Xｯ�Xﾘｾ��Rﾃ����

17繰入金 �957,498 迭絣�19,270 涛sbﾃsc��5.6 俥��ﾙ+)�隶霎�ﾄｩ?ﾈｾ��津#s��

18繰越金 �481,714 �"繧� 鼎��ﾃs�B�2.8 ��

19諸収入 �177,918 ����� ��srﾃ����I.0 ��

20市債 �2,097,616 ��"�"� �"ﾃ�途ﾃc�b�12.1 ��

歳入合計 �17,267,574 免����109,270 ��rﾃ3sbﾃイB�100.0 ��

一般財源 区分 壷Lｨﾞ�ﾋ��10,991,595 田2縒�19,270 免ﾂﾃ���ﾃツR�63.4 ��

特定財源 澱ﾃ#sRﾃ都��36.3 涛�ﾃ����6,365,979 �3b綯� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ�ﾋ��5,322,427 �3�繧�34,270 迭ﾃ3Sbﾃc途�30.8 ��

依存財源 免ﾂﾃ鼎Rﾃ�Cr�69.2 都Rﾃ����12,020,147 田偵"� 



(歳　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c俘b��合計 剳竦ｳの内容 

金額 兌��ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1読会費 ��s2�#cB�1.0 鉄C��173,812 �����給与費548 

2総務費 �"經�bﾃ����14.6 免�ﾃC���2,617,418 ��R���給与費4.400 ふるさと納税推進事業7,000 ふるさと寄附金基金積立金15,000 空き店舗活用留学生等居住支援事業65,000 海外販路開拓支援事業10,000 

3民生費 釘ﾃ3Srﾃ��r�25.2 �#sb�4,358,193 �#R���給与費174 療育事業特別会計繰出金102 

4衛生費 ��13.3 ��Sr�2,304.481 ��2�"�給与費80 簡易水道事業特別会計繰出金77 

5労働費 途ﾃcC2�0.1 ��7,643 ����� 

6農林水産業費 田#�ﾃcsR�3.6 涛S��622,634 �2綯�給与費959 

7商ユニ資 田sRﾃ�C��3.9 鼎C��675.582 �2ﾃ��給与費441 

8L木資 ��ﾃ田ゅs32�ll,4 白ﾃ�c2�1,969,896 免ﾂ�2�給与費894 公共下水道事業特別会計繰.Lii金269 

9消防費 田��ﾃ3�2�4.0 �"ﾃC���693,732 釘���給与費2,119 

10教育費 ��ﾃS��ﾃCs��9.1 ��ﾃ��r�I,582,378 湯���給与費1,907 

11災害復旧費 �#ビﾃ3ヲ�i.7 ��287,389 ��綯� 

12公債費 ��12.0 ��2,073,686 免ﾂ纈� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��100.0 ���津#s�� ������� 
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一般会計補正予算(第9号)性質別比較表

(単位:千円,%)

区分 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第9号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�

金額 丿��ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 務 的 塞 費 ��ﾈﾈ���3,022,302 ��r絣�ll,822 �2ﾃ�3Bﾃ�#B�17.5 从ｹu餒���ﾃ�#"�

扶助費 �2ﾃ�C�ﾃ��R�18.2 ��3,141,805 ��ゅ�� 

公債費 �"ﾃ�s2ﾃcッ�12.0 ��2,073,686 免ﾂ纈� 

計 唐ﾃ#3rﾃs�2�47.7 免ﾂﾃ�#"�8,249,615 鼎r絣� 

潤 費 的 経 律 兒以���1,765,741 ����"�35,000 ��ﾃ���ﾃsC��10.3 �-8.�+8,iEｹ�Y�I�倬hｼcrﾃ����ｿ8*ｹ5云ﾈｨ駅�z�y�i9从�ｨ辷�馼ｼc�づ����､8､�ﾉц､ｩ��辷�馼ｼc��ﾃ����

維持補修費 �#S津�ッ�1.5 ��259,086 ��絣� 

補助費等 ��ﾃ3#づ����7.7 釘ﾃ����i,332,800 途縒�空き店舗活用留学生等居住支援審美4,000 

計 �2ﾃ3S2ﾃc#r�19.4 �3津����3,392,627 ��偵R� 

そ の 他 の 経 ���xｾ��629,836 �2綯�15,000 田CBﾃ�3b�3.7 �-8.�+8,hｯ�Xﾘｾ�ｮ霎���xｾ��Rﾃ����

投資.出資.貸付金 ��ﾃツ��0.0 ��1,860 ����� 

繰出金 亦ﾃ3迭ﾃC釘�8.1 鼎C��1,395,942 唐���療育事業特別会計繰出金102 簡易水道事業特別会計繰出金77 公共下水道事業特別会計繰出金269 

費 佗b�2,027,190 免ﾂ縒�15,448 �"ﾃ�C"ﾃc3��ll.7 ��

投 餐 的 経 費 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��3,351,575 ��偵B�43,000 �2ﾃ3釘ﾃSsR�19.5 仭8*ｹ5云ﾈｨ駅�z�y�i9从�ｨ辷�馼ｼcC2ﾃ����

災害復旧事業費 �#ビﾃ3ヲ�1.7 ��287,389 ��縒� 

計 �2ﾃc3づ田B�21.I 鼎2ﾃ����3,681,964 �#��"� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �17,267,574 �������109,270 ��rﾃ3sbﾃイB�100.0 ��



平成27年度　簡易水道事業特別会計補正予算(第4号

(歳入)(単位:千円,%) 

･%E 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��cHﾘb��合計 剪[正の内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1公営企業収入 ��Srﾃs32�34.3 ��157,733 �3B�2� 

2使用料及び手数料 �#C��0.1 ��249 ����� 

3繰入金 �#2ﾃ33B�5.1 都r�23,411 迭���一般会計繰入金77 

4諸収入 ��Bﾃ�#B�3.2 ��14,924 �2�"� 

5市債 �#c2ﾃc���57.3 ��263,600 鉄r�2� 

歳入合計 鼎S津イ��100.0 都r�459,917 ������� 

(歳出)(単位:千円,%) 

款l 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��cHﾘb��合計 剳竦ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1簡易水道事業費 �3S津ピ��78.3 都r�359,948 都ゅ2�給与費77 

2災害復旧費 �"ﾃc湯�0.6 ��2,699 ��綯� 

3公債費 涛bﾃ#s��20.9 ��96,270 �#�纈� 

4予備費 ��ﾃ����0.2 ��1,000 ���"� 

歳出合計 鼎S津イ��100.0 都r�459,917 ������� 
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平成27年度　公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢���I�2��cHﾘb��合計 剪[正の内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1事業収入 ��途ﾃ�S��28.9 ��197,158 �#ゅ�� 

2分担金及び負担金 �#�ﾃcCR�3.0 ��20,645 �2��� 

3国庫支出金 途ﾃsS��1.1 ��7,750 ����� 

4繰入金 �3�Bﾃ�#��46.0 �#c��315,098 鼎b���一般会計繰入金269 

5諸収入 ��C��0.0 ��141 ����� 

6市債 ��C2ﾃc���21.0 ��143,600 �#���� 

歳入合計 田ィﾃ�#2�100.0 �#c��684,392 ������� 

(歳出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��cHﾘb��合計 剳竦ｳの内容 
金額1 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

188% 鼎bﾃ�3��6.9 ��c2�47,001 澱纈�給与費163 

2事業費 ���津##R�17.4 ���b�119,331 ��r紕�給与費106 

3災書復旧費 都cb�0.1 ��766 ����� 

4公債費 鉄�bﾃs釘�75.5 ��516,794 都R絣� 

5予備費 鉄���0.1 ��500 ����� 

歳出合計 田ィﾃ�#2�100.0 �#c��684,392 ������� 
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平成27年度　療育事業特別会計補正予算(第2号)構成表

(歳入)(単位:千円,%) 

読 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c(ﾘb��■A雪L EjL)l 剳竦ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾈ瓶�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1事業収入 ��"ﾃ3#��58.2 ��12,320 鉄r纈� 

2繰入金 唐ﾃゴB�41.8 ���"�8,956 的:B���一般会計繰入金102 

3線.題金 ���0.0 ��1 ����� 

4諸収入 ���0.0 ��1 ����� 

歳入合計 �#�ﾃ�sb�loo.0 ���"�21,278 ������� 

(歳出)(単位:千R.%) 

款l 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c(ﾘb��合計 剳竦ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�a.* 仞�ｧ｢�構成比 

1給務費 ��rﾃccr�83.4 ���"�17,769 塔2絣�給与費102 

2誓書児墓所支誓 �2ﾃC���16.1 ��3,409 ��b��� 

3予備費 免��0.5 ��100 ��絣� 

歳出合計 �#�ﾃ�sb�100.0 ���"�21,278 免���� 
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◎3月補正予算(追加)の概要

1.給与改定等

○内容

(一般職)

①給料:改定率　平均0 4%(0 27%～1.45%)栄-人当たり平均349円引き上げる｡

②期末勤勉手当支給月数を現行4.1月から0 1月引き上げ､ 4.2月にする｡

(特別職)

①期末手当:支給月数を現行3.05月から0.05月引き上げ､ 3.1月にする｡

○対象者

①一般職員数342人(一般会計326人,簡易水道事業2人､公共下水道事業5人.療育事業2人､水道事業7人)

②特別職21人(市長､副市長､教育長､議員18人)

○影響額　　　　　　給与改定　　　その他　　　　計

･一般会計　　　　13,643千円　▲1,821千円　11,822千円

巨､　- ∴-∴. `∴｣.; ●-∴岩.
･簡易水道事業　　　　77千円　　　　0千円　　　77千円

･公共下水道事棄　　　269千円　　　　0千円　　　269千円

･療育事業　　　　　102千円　　　　0千円　　102千円

･水道事業　　　　　310千円　　　0千円　　310千円　※水道事業については､現計予算対応

合　計　　14,401千円　▲1,821千円　12,580千円

会計名 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

一般会計 ��ｸｹu餒�,x����ﾙk�擺�2,894,153 免ﾂﾃ�#"�2,905,975 

○事英資:ll,822千円(給料▲429､職員手当等10,842､共済費1,409) 

○職員数等:347人(一般職326人､特別職21人) 

○給与改定:一般職13,221千円(給料1,392.職員手当等10,429､共済費1,400) 

特別職422千円(期末手当413､共済費9) 

○その他:一般職▲1,596千円(給料) 

特別職▲225千円(給料) 

簡易水道事業 ��ｸｹu餒�,x����8岔�Y;�ｲ�16,490 都r�16,567 

特別会計 ��ｸ馼ｼiN�sy�x冷��X醜詹9i9田RﾈｺHﾜ���"��

○職員数:2人 

公共下水道事業 ��ｸｹu餒�,x����8岔�Y;�ｲ�39,586 �#c��39,855 

特別会計 ��ｸ馼ｼiN�#c��x冷虻ｹ{�#:I�X醜詹9i9�#�JHｺHﾜ��"��

○職員数:5人 

療育事業 ��ｸｹu餒�,x��兀�8ｻR�17,427 ���"�17,529 

特別会計 鑓馼ｼiN���)�x冷��X醜詹9i9塔ZHｺHﾜ���r��

○職員数:2人 
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2.地方創生加速化交付金事業
【歳入】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
a.4.日 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 做ｩ�8ｧ｢�計 

13国庫支出金 嫡I&饑ｹ���h���ﾈ嶌ﾏ�WHｾ���hｴｲ��ﾘﾟH攣uﾈ螽�����0 都Rﾃ����75,000 

(2)国庫補助金 乃Vﾈ,ﾉ^)�9uﾈ螽,僵ｨ**J(耳壑�ﾘｨyoH��檍,ﾈ��ﾋｸ,佰ﾈ*�,Hｽ亶ﾘ,們�邵+x-x*ｲ�

(D総務費国庫 ��鞜J8/�:X-ﾈ*jHｽ亶ﾙ�陌�,h+X,I&饑ｹLY�ﾘﾘy�ﾙzｨ,�ｩ'YWH*�.x.ｨ+ﾙ�hｾﾉ4��

補助金 �,一俾��ﾈ,ﾈ靖�x,ﾈ苓ｨｨ,溢�邵/�辷�+x.�+ﾘ-����ﾘ+8.ｨ+ﾘﾏ�WHｾ��ｲ�

○充当事業(充当額) 

･空き店舗活用留学生等居住支援事業65,000千円 

･海外販路開拓支援事業10,000千円 

【歳出】(単位:千円) 

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

2総務費 ��ｿ8*ｹ5云ﾈｨ駅�z�y�i9从�ｨ辷�馼ｼb��hｴｲ��ﾘﾟH攣uﾈ螽�����0 田Rﾃ����65,000 

(1)総務管理費 ��ｸ馼ｼiN�cRﾃ����x冷���Y{��づ���I^(�ｾ�Crﾃ�����

⑥企画費 ⑨企業立地森岳費 ��ｹ<�.萎�ﾋ陶�ﾙk�N��ﾌ竸(�ｾ�cRﾃ����x冷運(�zc｣���ﾃ����

○事業内容等 

商店街の空き店舗等を居住.交流支援施設として再生させ､留学生等のまち 

なか居住を確保するとともに､雇用創出や国際交流をきっかけとした地域経済 

の活性化を図るo(繰越明許費設定) 

○主な事業 

･いちき串木野市空き家等対策計画策定事業 

･空き店舗等倍用ビジョン策定事業 

･モデル建物改修等補助事業 

･プロジェクト推進員配置事業 

①海外販路開拓支援事業(追加)政策淑予罫書p9 澱ﾃ#���10,000 ��bﾃ#���

o事業費:10,000千円(委託料5,300､役務費1,700､旅費1.500､その他1.500) 

o特定財蔽:総務費国庫補助金10,000千円(補助率:lO′lO) 

o事業内容等 

地場産業の活性化及び雇用の拡大を図るため､東南アジア-の本市特産品 

等の販路開拓戦略策定.商品開発支援を行うとともに､串木野新港の利用促 

進を図るo(繰越明許費設定) 

○主な事業 

･海外輸出アドバイザー及び販路開拓戦略策定事業 

･シンガポールで開催される日本食見本市(OishiUAPAN2016)-の出展 

･市場調査及び商品開発事業 

【歳出】(単 劔位:千円) 

款.項.冒 倬iOﾉkﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 做ｩ�8ｧ｢�計 

2総務費 宙�H-8.�+8,iEｹ�Y�I�倬hｼb�,x��俥��ﾘ攣uﾈ螽�����171,508 350,500 途ﾃ�����Rﾃ����178,508 365,500 

(1)総務管理費 ��ｸ馼ｼiN�rﾃ����x冷雲��N�ﾃ���駮�k�N������

(丑一般管理費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�

○事業内容等 

⑤財産管理費 �-8.�+8,iEｹ�X,ﾉ]I~yV�9�,冽h+x.佝��,ﾉ,x����①ふるさ-&寄附金基金嶺立金(追加)財政課予算書p9 
○事業費:15,000千円(積立金) 

○特定財源:ふるさと納税寄附金15,000千円(全額) 

○事業内容等 

ふるさと納税寄附金を平成28年度の事業に活用するための基金積立の追加D 

-9-


