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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C#津����▲165,500 ��Rﾃ#c2ﾃS��� 

簡易水道事業特別会計 鉄��ﾃ�3�� 鉄��ﾃ�3�� 

国民健康保険特別会計 迭ﾃ�澱ﾃc�b� 迭ﾃ�澱ﾃc�b� 

公共下水道事業特別会計 都�2ﾃ��r� 都�2ﾃ��r� 

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c3B� �2ﾃScrﾃc3B� 

国民宿舎特別会計 鉄づs#�� 鉄づs#�� 

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S途� �#�ﾃS途� 

後期高齢者医療特別会計 鼎�津��B� 鼎�津��B� 

合計 �#Rﾃ�#RﾃS#b�▲165,500 �#Rﾃsc�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 辛 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1号)構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

慕 刳�阯¥算額 剏逅ｳ(第1号) 俘xﾇb���I�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1市税 �2,925,036 ��偵�� �"ﾃ�#Rﾃ�3b�19.2 ��

2地方誘与税 �117,926 ��繧� ���rﾃ�#b�0.8 ��

3利子剖交付金 �3,823 ����� �2ﾃ�#2�0.0 ��

4配当剖交付金 �6,172 ����� 澱ﾃ�s"�0.0 ��

5要式等腎所得翌 �4,382 ����� 釘ﾃ3�"�0.0 ��

6地方消費税交付金 �440,599 �"纈� 鼎C�ﾃS湯�2.9 ��

7自動車取得税交付金 �9,676 ���ｳ�� 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 �5,168,000 �32絣� 迭ﾃ�cづ����33.9 ��

･o芸鷲リ㌔全音霊 �6,000 ����� 澱ﾃ����0.0 ��

11分担金及び負換金 �186,813 ���"� ��ッﾃ��2�1.2 ��

12使用料及び手数料 �180,979 ���"� ����ﾃ都��1.2 ��

13国庫支出金 �2,005,833 ��2ﾃ�� �"ﾃ��Rﾃ�32�13.1 ��

14県支出金 �1,318,215 唐綯� ��ﾃ3�づ#�R�8.6 ��

15財産収入 �32,355 ���"� �3"ﾃ3SR�0.2 ��

16寄附金 �2 ����� �"�0.0 ��

17繰入金 �741,604 釘繧�▲165,500 鉄sbﾃ��B�3.8 俥��ﾙ+)�隶霎�ﾄｩ?ﾈｾ��3�cRﾃS���

18繰越金 �80,000 ��絣� 塔�ﾃ����0.5 ��

19諸収入 �160,437 ����� ��c�ﾃC3r�1.1 ��

20市債 �2,028,459 ��2��� �"ﾃ�#づCS��13.3 ��

歳'入合計 �15,429,000 �������▲165,500 ��Rﾃ#c2ﾃS���loo.0 ��

一般財源 区分 辻ﾉ8ｨﾞ��ﾒ�9,894,070 田E���▲165,500 湯ﾃs#づSs��63.7 ��

特定財源 迭ﾃS3Bﾃ�3��35.9 ��5,534,930 �3b�2� 

自主財政 区分 俾偃Xﾞ����4,307,226 �#r纈�^165,SOD 釘ﾃ�C�ﾃs#b�27.1 ��

依存財源 免ﾂﾃ�#�ﾃssB�72.1 ��ll,121,774 都"纈� 



(歳　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�刔��2��c�ﾘb��合計 剳竦ｳの内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金 仞�ｧ｢�構成比 

1歳会費 ��s2ﾃ塔��1.1 ��173,989 ����� 

2総務費 ��ﾃs��ﾃ�CB�ll.5 ��3�cRﾃS���1,614,644 ���綯�企業の誘致促進及び育成補助金▲165,500 〔霊悪霊芸霊宝補助.165.,,5.0.0.〕 

3民生費 釘ﾃ��rﾃ3澱�26.7 ��4,117,396 �#r��� 

4衛生費 �"ﾃ�ビﾃSッ�13.5 ��2,087,586 ��2縒� 

5労働費 途ﾃ##2�0.1 ��7,223 ����� 

6農林水産業費 田#�ﾃcS��4.0 ��621,650 釘��� 

7商工費 �3�Bﾃ�cR�2.1 ��314,165 �"��� 

8土木費 �"ﾃ�C�ﾃ����13.2 ��2,040,919 ��2紕� 

9消防費 鉄c2ﾃ�c2�3.7 ��563,163 �2縒� 

10教育費 ��ﾃSsづc3��10.2 ��1,578,631 ����2� 

11災専復旧費 �3Rﾃ����0.2 ��35,000 ���"� 

12公債費 �"ﾃ�湯ﾃ�3B�13.6 ��2,099,134 ��2縒� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��RﾃC#津����100.0 ��3�cRﾃS���15,263,500 ������� 
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一般会計補正予算(第1号)性質別比較表

区分 刳�阯¥算額 剞ﾟ軍(第!号) 俘xﾇb�忠%�献ｩ�x冷ﾂR��^)�8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾈ瓶�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 義 的 S 費 ��ﾈﾈ���3,053,613 ��偵�� �2ﾃ�S2ﾃc�2�20.0 ��

扶助費 �"ﾃ��Bﾃ涛B�18.2 ��2,804,994 ��ゅB� 

公債費 �"ﾃ�湯ﾃ�3B�13.6 ��2,099,134 ��2繧� 

計 途ﾃ鉄rﾃsC��51.6 ��7,957,741 鉄"�"� 

消 費 的 経 費 兒以���1,531,311 湯纈� ��ﾃS3�ﾃ3���10.0 ��

維持補修費 ����ﾃsSb�1.2 ��190,756 ���"� 

補助費等 ��ﾃC#�ﾃン"�9.2 ��3�cRﾃS���1,255,392 唐�"�企業の誘敦促進及び育成補助金▲165,500 

計 �2ﾃ�C"ﾃ鉄��20.3 ��3�cRﾃS���2,977,459 ��偵B� 

そ の 也 の 経 ���xｾ��35,148 ���"� �3Rﾃ�C��0.2 ��

投資.出資.貸付金 ��ﾃツ��0.0 ��1,860 ����� 

繰出金 ��ﾃ#S2ﾃC���8.2 ��I,253,408 唐�2� 

費 佗b�1,290,416 唐紕� ��ﾃ#��ﾃC�b�8.5 ��

投 餐 的 経 普 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��2,992,884 ��偵B� �"ﾃ涛"ﾃャB�19.6 ��

災害復旧事業費 �3Rﾃ����0.2 ��35,000 ���"� 

計 �2ﾃ�#rﾃャB�19.6 ��3,027,884 ��偵�� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �15,429,000 �������▲165,500 ��Rﾃ#c2ﾃS���100.0 ��
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