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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｢�祐正予算額 佗b�(単位:千円) 摘要 

般会計 ��bﾃS#"ﾃCcR�17,451 ��bﾃS3津��b� 

簡易水道事業特別会計 鉄Sづs3��102 鉄Sづ�3"� 

国民健康保険特別会計 迭ﾃ�モﾃSCr� 迭ﾃ�モﾃSCr� 

公共下水道事業特別会計 都�Rﾃ#�b�263 都�RﾃCc�� 

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ccbﾃC3�� �2ﾃccbﾃC3�� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��づC#�� ��づC#�� 

療育事業特別会計 �#�ﾃ鉄"�101 �#�ﾃ�S2� 

後期高齢者医療特別会計 鼎�Rﾃ#�r� 鼎�Rﾃ#�r� 

国民宿舎特別会計 ��"ﾃs�b� ��"ﾃs�b� 

合計 �#rﾃ��津3s��17,917 �#rﾃ�#rﾃ#澱� 

公営企業会計補正予算比較表

会計名 劍ｯ�.疫ﾈ螽ｧ｢�槍正予算額 佗b�(単位:千円) 摘要 

水 道 事 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 鼎#rﾃ#��� 鼎#rﾃ#��� 

支出 鼎#rﾃ���� 鼎#rﾃ���� 

差引 ��s�� ��s�� 

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5号)構成表

(歳入)(単位二千円,%) 

款 刳�阯¥夢額 剳竦ｳ(第5号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

l市税 �2,909,030 ��r綯� �"ﾃ��津�3��17.6 ��

2地方譲与税 �124,121 ��縒� ��#Bﾃ�#��0.7 ��

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#�"�0.0 ��

5要式等腎所得翌 冤l,823 ����� 免ﾂﾃ�#2�0_0 ��

6地方消費税交付金 �586,820 �2綯� 鉄ッﾃ�#��3.6 ��

13,405 ����� ��2ﾃC�R�0.1 ��

8地方特例交付金 �13,878 ��苒� ��2ﾃピ��0.1 ��

9地方交付税 �5,213,875 �3�綯�17,451 迭ﾃ#3�ﾃ3#b�31.6 儿�,ｨﾏ�WI�S�rﾃCS��

･o芸笥1誓言慧 �6,000 ����� 澱ﾃ����0_0 ��

11分担金及び負担金 �149,025 ���� ��C津�#R�0.9 ��

12使用料及び手数料 �185,961 ��苒� ��コﾃ田��1.I ��

13国庫支出金 �2,177,023 ��2�"� �"ﾃ�srﾃ�#2�13.2 ��

14県支出金 �1,300,418 途纈� ��ﾃ3��ﾃC���7.9 ��

15財産収入 �38,840 ���"� �3づイ��0.2 ��

16寄附金 �350,002 �"��� �3S�ﾃ��"�2.1 ��

17繰入金 �822,452 填��� 塔#"ﾃCS"�5.0 ��

18繰越金 �455,362 �"繧� 鼎SRﾃ3c"�2.8 ��

19諸収入 �125,679 ��繧� ��#Rﾃcs��0.8 ��

20市債 �2,027,026 ��"�2� �"ﾃ�#rﾃ�#b�12_3 ��

歳入合計 �16,522,465 免����17,451 ��bﾃS3津��b�100.0 ��

-般財源 区分 坪ﾍ(ﾞ�ﾋ��10,053,921 田�纈�17,451 ���ﾃ�s�ﾃ3s"�60.9 ��

特定財源 澱ﾃCcづSCB�39.1 ���6,468,544 �3偵�� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ�ﾋ��5,036,351 �3���0 迭ﾃ�3bﾃ3S��30.4 ��

依存財源 免ﾂﾃCッﾃ��B�69.5 ��rﾃCS��ll,503,565 田偵b� 
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(歳出)(単位:千円.%) 

款 弍�.疫ﾈ箞ｧ｢�竸)�2��cXﾘb��合計 剳竦ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

l議会費 ��cBﾃ�CB�i.0 塔C2�164,887 白���給与費843 

2総務費 �"ﾃ#モﾃ3ィ�13.8 釘ﾃs�B�2,293,088 ��2繧�給与費4,704 

3民生費 釘ﾃ#crﾃ�c��25.8 ��ﾃs#2�4,268,891 �#R繧�給与費1,622 療育事業特別会計繰出金101 

4衛生費 �"ﾃc3づc�"�16.0 �"ﾃ�Cb�2,640,828 ��b���給与費2,044 簡易水道事業特別会計換出金102 

5労働費 途ﾃ�C��0_0 ��7,141 ����� 

6農林水産業費 塔#�ﾃSSr�5.0 白ﾃ����821,637 迭���給与費1,080 

7商工費 �33"ﾃCCR�2.0 鉄���332,955 �%���給与費510 

8土木費 �"ﾃ�crﾃc迭�13.1 ��ﾃSC��2,169,243 ��2謦�給与費1,285 公共下水道事業与奪別会計換出金263 

9消防費 田cBﾄ�ﾂ�4_0 �"ﾃC#"�666,433 釘���給与費2,422 

10教育費 涛ビﾃSs��6.0 �"ﾃCsR�990,045 澱���給与費2,475 

11災害復旧費 ��c�ﾃ����1_0 ��161,000 白��� 

12公債費 �"ﾃ��2ﾃsc��12.2 ��2,013,768 ��"�"� 

13予備費 ���ﾃ����0.I ��10,000 ����� 

歳出合計 ��bﾃS#"ﾃCcR�100.0 ��rﾃCS��16,539,916 免���� 
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一般会計補正予算(第5号)性質別比較表　　　　　　　　(単位=千円,%)

区分 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第5号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 衣 ��ﾈﾈ���2,933,340 ��r繧�l6,985 �"ﾃ鉄�ﾃ3#R�17.8 从ｹu餒��bﾃ塔R�

扶助費 �2ﾃ3C�ﾃc#��20.2 ��3,340,621 �#��"� 

的 経 費 佰hﾜ)N��2,013,768 ��"�"� �"ﾃ��2ﾃsc��12-2 ��

計 唐ﾃ#ビﾃs#��50_2 ��bﾃ塔R�8,304,714 鉄��"� 

消 普 兒以���I,871,992 免ﾂ�2� ��ﾃピ�ﾃ涛"�ll_3 ��

維持補修費 �#sRﾃ�C"�I.7 ��275,042 ���� 

的 経 費 冰8���9��1,274,100 途縒� ��ﾃ#sBﾃ����7_7 ��

計 �2ﾃC#�ﾃ�3B�20.7 ��3,42l,l34 �#�縒� 

そ の 他 の 経 普 ���xｾ��411,190 �"絣� 鼎��ﾃ����2.5 ��

投資.出資-貸付金 ��"ﾃ�c��0.1 ��12,160 ��苒� 

繰出金 ��ﾃ#唐ﾃc澱�7.8 鼎cb�1,299,162 砥��療育事業特別会計繰出金lOl 簡易水道事業特別会計繰出金102 公共下水道事業特別会計繰出金263 

計 ��ﾃs#"ﾃ�Cb�10.4 鼎cb�1,722,512 ���紕� 

投 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��2,920,556 ��r綯� �"ﾃ�#�ﾃSSb�17.6 ��

資 的 餐 費 俤�･�Yﾈｸﾈ馼ｼiN��161,000 ����� ��c�ﾃ����1.0 ��

計 �2ﾃ���ﾃSSb�18.6 ��3,081,556 ���b� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �16,522,465 免����17,451 ��bﾃS3津��b�100.0 ��
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平成28年度簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)構成表

(歳　入) (単位:千円,%)

補　　　正　　　の　　　内　　　容

営企業収入 �� ��SRﾃ�s��

用料及び手数料 姪#������� �#���

3繰　　　入　　　金:　67,839　12.1

4　諸　　　収　　　入l　　　711　0.1

102!　67,941  12.1 -般会計繰入金

711　　0.I

5市　　　　　　債l　334,8001 59.91

歳入合計E 558･730;100･0

334,800　59.9

1021 558,832　100.0

(歳出)(単位:千円,%) 

衣 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢���^)�2��c(ﾘb��合計 ��
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧｨ��ﾕﾉ�ﾉNB�i 

1簡易水道事業費 俣CSrs3#"�81.8 ���"�457,42481.8給与費102 

2公債費 售�ﾃC�Φ�ゅ����100,40818.0学 

3予備費 鳴�ﾂ&��ﾂ�0.2E r � �� 1,0000.2 ��

歳出合計 鉄Sづs3��100.0 ���"�ﾂ� ��
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平成28年度公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)構成表

(歳入)(単位:千円,%) 
■既定予算額摩正(第2号) 劍ﾘxﾇb���

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�廃成比 

1事業収入190,135 �#r��� ����ﾃ�3R�｢云｢ 

2分担金及び負担金1,089 鳴����� ��ﾃ�ヲ�0.1 ��

3国庫支出金■12,500 鳴�ﾃ�繧�ﾂ� ��"ﾃS���1.8 ��

4繰入金.347,141:49.2 �263 �3CrﾃC�B�l 49.2 �ｩLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ�#c2�

5諸収入141! l ���ｳ��141;0.0 剪�

l l 6市債154,200 �#"粤����SBﾃ#����21.9 l �"�

l 歳入合計705,206 免����263 鳴�s�RﾃCc��l 100.0 ��

(歳出)(単位:千円,%) 

既定予算額 剳竦ｳ(第2号)一合計 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額:金額 剄¥成比 ��

1総務費■44,596 塗�ｳ2�15744,753 �6.3 从ｹu餒��Sr�

2事業費■132,983 ��ゅ��106 ��32ﾃ�ヲ�18.9 l 从ｹu餒���b�

3公債費527,127 都E�� 鉄#rﾃ�#r�74.7 l l 辻�

4予備費5000.1 冤 1500 �0.1 ��

100.0 ��歳出合計705,206.100.0 � 

l 
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平成28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,%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�做ｩ�2��c(ﾘb綿ﾘxﾇb�剳竦ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

l事業収入 ��"ﾃcs"�60.5 ��12,672 田��"�

2繰入金 唐ﾃ#s��39.5 �����8,379 l �3偵��一般会計繰入金101 

3繰越金 白�l lO.0 l ��1 �����ﾂ� 

4諸収入 ��｢�ﾆﾂ�ﾂ�0.0 1 ��1 �����

歳入合計 �#�ﾃ鉄"�100.01 i �����21,053 ������ｲ�ﾂ� 

(歳出)(単位=千円,%) 

衣 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c(ﾘb��合計 冤 

金額i構成比 刹煌z 仞�ｧ｢�!構成比 

1総務費 ��rﾃC�B�83.1 俣����17,515 謄�2�"�華与費101 

2誓書児芸所支誓 �2ﾃC3��16.4 ��】 F3,438 ��b�2� 

3予備費 �����0.5 ��100 鳴�ｶ��ｳR�ﾂ� 

歳出合計 �#�ﾃ鉄"�100ー0 �����l 21,053 ��������
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◎ 12月補正予算(追加)の概要

給与改定
○内容

(一般職)

①給料:改定率平均0.2%(0.1%～1.07%) 汰-人当たり平均345円引き上げる｡

⑳期末勤勉手当:支給月数を現行4,2月から0.1月引き上げ､ 4_3月にする｡

(特別職)

①期末手当:支給月数を現行3.05月から0.1月引き上げ､ 3.15月にする｡

○対象者

①一般職員数339人(一般会計323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
･一般会計　　　　16,985千円

[.:≡.∴　　■h I::: :-:l:

･簡易水道事業　　　　102千円

･公共下水道事業　　　263千円

･療育事実　　　　　101千円

･水道事業　　　　　372千円　　※水道事業については､現計予算対応

合　計　　　17,823千円

会計名 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 忠���^)�8ｧ｢�位:千円) 計 

一般会計 ��从ｹu餒�,x����ﾙk�擺�2,808,212 ��bﾃ塔R�2,825,197 

o事業費:16,985千円(給料1,335.職員手当等13,174､共済費2,476) 

o職員数等:344人(一般職323人､特別職21人) 

簡易永道事業 ��ｸｹu餒�,x����8岔�Y;�ｲ�14,341 ���"�14,443 

特別会計 ��ｸ馼ｼiN���)�x冷虻ｹ{���I�X醜詹9i9塔�HｺHﾜ��｢��

o職員数:2人 

公共下水道事業 �*ﾘ.ﾘｸｹu餒�,x����8岔�Y;�ｲ�39,186 �#c2�39,449 

特別会計 鑓馼ｼiN�#c9�x冷虻ｹ{��zI�X醜詹9i9�#�芥ｺHﾜ��3ｒ�

o職員数:5人 

療育事業 茶从ｹu餒�,x��兀�8擺�17,174 免��17,275 

特別会計 鑓馼ｼiN�ﾄ��x冷��X醜詹9i9塔ZHｺHﾜ���b��

o職員数:2人 
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