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平成30年度　一般会計･特別会計補正予算比較表

単立:円 

会計名 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�摘要 

般会計 ��Rﾃゴ�ﾃ����22,075 ��Rﾃピ"ﾃ�sR� 

国民健康保険特別会計 �2ﾃ鉄�ﾃC�"� �2ﾃ鉄�ﾃC�"� 

公共下水道事業特別会計 塔Cづ���� 塔Cづ���� 

地方卸売市場事業特別会計 �#S2� �#S2� 

介護保険特別会計 �2ﾃSC�ﾃ3#�� �2ﾃSC�ﾃ3#�� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��rﾃ�#b� ��rﾃ�#b� 

後期高齢者医療特別会計 鼎#�ﾃ�3b� 鼎#�ﾃ�3b� 

合計 �#Bﾃc#津�#b�22,075 �#BﾃcS�ﾃ���� 

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 

水 道 辛 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 田�rﾃ##�� 田�rﾃ##�� 

支出 田Cづャ�� 田Cづャ�� 

差引 ��33�ﾃcS"� ��33�ﾃcS"� 

資本的収支 假ｹ?ﾂ�270,577 ��270,577 ��支出 鉄�づ���� 鉄�づ���� 

差引 ��3#Cづ3#2� ��3#Cづ3#2� 
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平成30年度一般会計補正予算(第1号)構成表

(歳入)(単位:千円%) 

読 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(磨i母) 俘xﾇb��9"�^)�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1市税 �2,987,668 ��ゅ�� �"ﾃ塔rﾃcc��18.8 ��

2地方譲与税 �128,345 ��繧� ��#づ3CR�0.8 ��

3利子割交付金 �4,396 ����� 釘ﾃ3澱�0_0 ��

4配当割交付金 �3,362 ����� �2ﾃ3c"�0.0 ��

5警式等譲渡所得割 付金 �5,214 ����� 迭ﾃ#�B�0.0 ��

6地方消費税交付金 �541,000 �2紕� 鉄C�ﾃ����3.4 ��

7自動婁取得税交付金 �25,797 ���"� �#Rﾃs途�0.2 ��

8地方特例交付金 �16,400 ����� ��bﾃC���0.1 ��

9地方交付税 �4,780,000 �3��"� 釘ﾃs��ﾃ����30_1 ��

･o芸笥j誓11#霊 �5,000 ����� 迭ﾃ����0.0 ��

11分担金及び負担金 �134,501 ��纈� ��3BﾃS���0.9 ��

12使用料及び手数料 �173,514 ����� ��s2ﾃS�B�1.1 ��

13国庫支出金 �1,941,640 ��"�2�3,990 ��ﾃ鼎Rﾃc3��12.3 �&饑ｹ���i�I�佰�WHｾ�2ﾃ�����hｨ云ｸﾎﾉ4ｹ�8��郢�I�倬hｼiN����

14県支出金 �1,700,675 ���縒� ��ﾃs��ﾃcsR�10.7 ��

15財産収入 �34,934 ���"� �3Bﾃ�3B�0_2 ��

16寄附金 �600,002 �2繧� 田��ﾃ��"�3_8 ��

17繰入金 �1,030,279 澱絣� ��ﾃ�3�ﾃ#s��6_5 ��

18繰越金 �80,000 ��ﾃR�13,685 涛2ﾃcコ�0.6 ����7案ｨ葎ｾ��2ﾃcコ�

19諸収入 �130,043 ��繧�4,400 ��3BﾃCC2�0.9 �5(7�8X6ｨ6X4(馼ｼh��ﾈｾ�BﾃC���

20市債 �1,527,230 湯綯� ��ﾃS#rﾃ#3��9.6 ��

歳入合計 �15,850,000 �������22,075 ��Rﾃピ"ﾃ�sR�100.0 ��

一般財源 区分 �ｩLｨﾞ��R�9,558,475 田��2�13,685 湯ﾃSs"ﾃ�c��60_3 ��

特定財源 澱ﾃ#��ﾃS#R�39.7 唐ﾃ3���6,299,915 �3偵r� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ�ﾋ��5,170,941 �3%��13,685 迭ﾈ�3ィﾃc#b�32.7 ��

依存財源 ���ﾃcs津�S��67.4 唐ﾃ3���10,687,449 田r�2� 
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(歳出)(単位:千円,%) 

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

1諸会費 ��S�ﾃ鼎2�1.0 ��151,943 ��纈� 

2総務費 �"ﾃ�S津S�R�13.6 ���ﾃs途�2,170,312 ��2縒�海外販路開拓支援事業2,730 交流センター施設管理費(維持補修費)800 自治公民館建設整備事業補助金2,867 コミュニティ事業助成金4,400 

3民生費 釘ﾃ�c2ﾃ�Cr�25.6 ��ﾃc#��4,064,667 �#R綯�生活保護システム改修費1,620 

4衛生費 ��ﾃ涛津s�b�12.6 湯ﾃcS��2,009,374 ��"縒�環境衛生費国庫支出金返還金9,399 共同墓地環境整備補助金259 

5労働費 途ﾃ鼎r�0.0 ��7,947 ����� 

6農林水産業費 田CBﾃ#���4.1 ��644,201 釘��� 

7商工費 涛SRﾃ����6.0 ��955,018 澱��� 

8土木費 �"ﾃ���ﾃcSb�13.3 ��2,101,656 ��2�"� 

9消防費 鉄SBﾃ�3R�3.5 ��554,135 �2絣� 

10教育費 ��ﾃ�c�ﾃ3釘�6.7 ��1,060,394 澱縒� 

11災害復旧費 鼎bﾃ����0.3 ��46,000 ���2� 

12公債費 �"ﾃ�澱ﾃC#��13.2 ��2,096,428 ��2�"� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��Rﾃゴ�ﾃ����100.0 �#"ﾃ�sR�15,872,075 ������� 
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一般会計補正予算(第1号)性質別比較表

単立:oo 

区分 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第1号) 俘xﾇb���R�^)�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 務 的 級 費 ��ﾈﾈ��"�2,909,070 ��ゅB� �"ﾃ��津�s��18.3 ��

扶助費 �2ﾃ�途ﾃSc2�20.2 ��3,197,563 �#���� 

公債費 �"ﾃ�澱ﾃC#��13.2 ��2,096,428 ��2�"� 

計 唐ﾃ#�2ﾃ�c��51.8 ���8,203,061 鉄�綯� 

消 費 的 経 普 兒以���2,112,826 ��2�2�3,680 �"ﾃ��bﾃS�b�13.3 丶8､�ﾉц､ｩ��辷�馼ｼc"ﾃ�c���hｨ云ｸﾎﾈ5h5�6X8�淙�9N��ﾃc#��

維持補修費 �#�bﾃ3#"�1.3 塔���207,122 ���2�交流センター施設管理費(維持補修費)800 

補助費等 ��ﾃ#3rﾃ涛��7.8 ��"ﾃ##��1,250,226 途纈�海外販路開拓支援事業670 コミュニティ事業助成金1,900 環境衛生費国庫支出金返還金9,399 共同墓地環境整備補助金259 

計 �2ﾃSSrﾃ�Cb�22.4 ��bﾃs���3,573,854 �#"絣� 

そ の 他 の 経 費 ���xｾ��736,162 釘綯� 都3bﾃ�c"�4.6 ��

投資.出資.貸付金 �3づ��B�0.3 ��38,804 ���2� 

繰出金 ��ﾃ##"ﾃ3�"�7_7 ��1,222,392 途縒� 

計 ��ﾃ涛rﾃ3S��12_6 ���1,997,358 ��"綯� 

投 資 的 経 壁 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��2,036,435 ��%��5,367 �"ﾃ�C�ﾃ��"�12.9 俾俾�ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ�"ﾃツr�5(7�8X6ｨ6X4(馼ｼh��ﾈｾ�"ﾃS���

災害復旧事業費 鼎bﾃ����0.3 ��46,000 ���2� 

計 �"ﾃ��"ﾃC3R�13.1 迭ﾃ3cr�2,087,802 ��2�"� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �15,850,000 �������22,075 ��Rﾃピ"ﾃ�sR�100.0 ��
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◎一般会計6月補正予算の概要

【歳入】

款 唸ﾘ���目l 倬hｼikﾂ�･主な施策の内容等 

13国庫支出金 ��&饑ｹ���i�I�佰�WHｾ���hｴｲ��ﾘﾟH攣uﾈ螽���b�0 �2ﾃ����3,180 

(2)国庫補助金 �&饑ｹLY�ﾘﾘy�ﾙzｨ,��x.異�-ﾈ.ｨ+ﾘ邵ﾟH/��I��+x.�+ﾘ-�,����ﾘ+8.ｨ+ﾘﾏ�WHｾ���

(D総務費国庫補助金 ��ｸ�9h馼ｼb員ｹ9hｧ｢��
･海外販路開拓支援事業3,180千円 

(注)国庫･県支出金等の説明は､歳出ページに記載｡

【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 ��､8､�ﾉц､ｩ��辷�馼ｼb�,x����ﾘﾟH攣uﾈ螽���r�5,108 �"ﾃs3��7,838 

(1)総務管理費 鑓馼ｼiN�"ﾃs3��x冷頴�k�N��H勾�Y{�"ﾃ���H��ﾈｾ�cs���

@企業立地対策費 ��ｹ<�.萎�ﾋ陶�ﾙk�N��ﾌ竸(�ｾ�2ﾃ����x冷運(�zc｣��ﾃ"��

o事業内容等 

地方創生推進交付金を活用し､本市特産品の消費拡大を図るために､当初予 
算で計上している事業のほか新たに下記事業を追加し､市内業者の海外販路 
開拓を支援するo 

･トライアル販売支援事業(シンガポール) 

･海外販路開拓支援業務委託料(香港) 

･体験型アクティビティ開発支援事業 

⑩共生協働推進費 ��ﾏ�zﾈ5ｨ985��ｸ郢�ﾘｬyyﾙN�査鰮^(�9N��,x���-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ螽���r�500 塔���1,300 

o事業費:800千円(修繕料) 

○特定財源:- 

○事業内容等 

(交流センタ一名)(改修内容) 
･上名交流センター消防用非常放送装置取替 

②自治公民館建設整備事業補助金(新規)まちづくり防災課予算書p7 ���2,867 �"ﾃツr�

o事業費:2,867千円(補助金) 

○特定財源:- 

○補助内容等 

(自治公民館名)(総事業費)(補助率)(補助金額)(改修内容) 
･田中中村公民館2,382千円1/3794千円外壁補修､サッシ取替等 

･日出町公民館1,591千円1/3530千円屋根外壁塗装 

･迫公民館974千円1/3324千円屋根塗装､雨戸取付 

･小薗公民館931千円1/3310千円屋根葺替 

･駅前公民館799千円1′3266千円空調設備設置 

･橋ノ口公民館700千円1/3233千円空調設備設置 

･門前公民館512千円1/3170千円空調設備設置 

･平向公民館428千円1/3142千円空調設備設置 

一文京町公民館295千円1/398千円空調設備設置 

計2,867千円 

③コミュニティ事業助成金(追加)まちづくり防災課予算書p7 �"ﾃS���4,400 澱ﾃ����

○事業費:4,400千円(補助金) 

○特定財源:雑入(コミュニティ事業助成金)4,400千円(助成率10/10) 

○事業内容等 
一般財団法人自治総合センターの宝くじの社会貢献広報事業を活用して､地域の 

活性化を図り住民福祉の向上に姿するため､コミュニティ活動に必要な備品購入等 

に対して助成する○ 

○助成内容等 

(助成対象団体)(対象備品等)(補助額) 
･湊地区まちづくり協議会夏祭り用ステージ2,500千円 

･湊.湊町地区自主防災会スタンドパイプ等防災備品1,900千円 
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E歳出】悼位.f円) 

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

3民生費 ���hｨ云ｸﾎﾈ5h5�6X8�淙�9N��hｴｲ兀�8攣uﾈ螽���r�0 ��ﾃc#��1,620 

(3)生活保護費 鑓馼ｼiN��ﾃc#��x冷���Y{��

(丑生活保護総務費 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ竸(�ｾ�����x冷運(�zfﾂ�"��

o事業内容等 

生活保護基準額等の見直しに伴う生活保護システム改修委託料o 

4衛生費 ��ﾙ�ﾌ倡因��]Hｭ(ｾ���hｴｲ��8岔�Y;�ｹuﾈ螽���r�0 湯ﾃ3湯�9,399 426 

(1)保健衛生費 ��ｸ馼ｼiN�津3等�x冷云Hｭ(ｾ���

⑤環境衛生費 愉<�.萎�ﾋ討ﾒ�
o事業内容等 

平成29年度までの合併処理浄化槽設置整備補助事業に係る国庫支出金返還金ロ 

⑨墓地費 ��ｺI:�i&隰(ｺｹ�餔Y^(�ｾ��,x��笙�hｨ握(ｺｸ攣uﾈ螽�����167 �#S��

o事業費:259千円(補助金) 

o特定財源:- 

o補助内容等 

生福地区金蔵共同墓地整備に係る補助金(補助率1′3)の追加o 

-6-


